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□国際会長標語   ：「全ての世界に出て行こう」 Go Ye Into All The World 

□アジア会長標語  ：「未来を始めよう、今すぐに」  Start Future Now   

□西日本区会長標語：「志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう」   

              Attend club meetings with a clear motive to make the most of them. 

□九州部長標語   ：「さらなる 九州部の飛躍に向かって再挑戦 しよう」 

☆☆☆☆みなみクラブ会長標語：みなみクラブ会長標語：みなみクラブ会長標語：みなみクラブ会長標語：    For For For For ｍｍｍｍe e e e ＆＆＆＆For  othersFor  othersFor  othersFor  others の心でワイズ活動をするの心でワイズ活動をするの心でワイズ活動をするの心でワイズ活動をする    

                                                                                                                                                

                                ＜＜＜＜５５５５月例会プログラム＞月例会プログラム＞月例会プログラム＞月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ５月２０日（火）19：30～21：30 

  ◇会場 ホテル日航  

  ◇司会 麻生 ys 

１．開会宣言・点鐘                木佐貫会長 

２．ワイズソング「いざたて」          全  員 

３．会長挨拶                 木佐貫会長 

４．ゲスト＆ビジター紹介 

５．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー          

６．活動報告・諸報告  

７．食前感謝                 後藤 ｙｓ 

８．卓話 

「アナウンサー人生の中での素敵な出会い」  

フリーアナウンサー 風戸直子氏                      

           

９．なごりはつきねど            全  員 

10．.閉会点鐘               木佐貫会長 

         

 ＜５月の誕生日＞ 

              杉野ｙｓ 

＜５月の結婚記念日＞ 

中村ｙｓ＆ｍｔ、岡ｙｓ＆ｍｔ 

 

中村邦雄 

 

「信仰と愛を胸当てとして着け、救いの希望を兜として

かぶり、（中略）あなた方は現にそうしているように、励ま

しあいお互いの向上に心がけなさい」 

テサロニケへの手紙Ⅰ ５章８節～ 

 

この聖句は本日の日課（教会で毎日読まれる聖書の

箇所）の一部です。キリスト教では最も大切な行為として

愛を上げています。自分を愛するように他者を愛しなさ

いと説かれていますが、常に実行するのは大変です。自

分の意にそぐわない他者の行為に出会うとき、つい、批

判したり無視したりしてしまうことが多いのではないでし

ょうか。かといって相手の立場を尊重すると称して他者

に迎合することは真の愛とは言えないでしょう。ワイズダ

ムとはこのような、困難な生き様への挑戦であり、であ

ればこそ「やりがいのある行為」なのではないでしょう

か。 

☆☆☆☆    みなみクラブのホームページアドレスみなみクラブのホームページアドレスみなみクラブのホームページアドレスみなみクラブのホームページアドレス＜＜＜＜http:// minamihttp:// minamihttp:// minamihttp:// minami----yyyyｓｓｓｓ.info.info.info.info＞＞＞＞    

  

□第一例会：毎月第３火曜日 ／ 会場 ホテル日航熊本     ／１９：３０～２１：３０ 

 □第二例会：毎月第１火曜日 ／ 会場 みなみ YMCA など／１９：２０～２１：００ 

   □事務局：みなみＹＭＣＡ内／〒862-0962 熊本市南区田迎 5-12-50／Tel.096-378-9370  

Affilated with the international assosiation of  

    2013 年度みなみクラブ役員委員一覧 

◇会    長  木佐貫浩一 

◇副 会 長   寺田節子･池澤誠 

◇書    記  村上博・桑原純一郎 

◇会    計  川口圭子・小水流雅代 

◇直前会長   桑原純一郎 

◇ドライバー   池澤誠・寺田節子・堀隆之ほか 

◇ブリテン広報 後藤慶次・内村忠生・村上博ほか 

◇ファンド     杉野茂人・今井政文・緒方大介ほか 

◇Ｅ Ｍ Ｃ    大村浩士・緒方大介・中村邦雄ほか 

◇地域奉仕    内村忠生・千原浩敬ほか 

Ｙサービス  

◇交   流    中村邦雄･寺田節子・堀隆之ほか 

◇ウエルネス   堀隆之・岡成也･永田雅三 

◇監   査     中村邦雄  

◇メネット会長  木佐貫恵津子 

◇連絡主事    桐原奈緒子 

◇連絡会議担当 木佐貫・寺田・桑原・池澤・堀 

＜４月例会報告＞ 

在籍会員  ２４名 ビジター １名 

出席会員  １９名 メネット  ２名 

広義会員  なし コメット  ０名 

ゲスト    ２名 みなみＹ招待１名 

出席率  ７９．２％ 出席者合計 ２５名 

 



会会会会    長長長長    通通通通    信信信信            

 第 1２代会長 木佐貫浩一 

 「For me & For others の心で 

ワイズ活動をする」 

  

 

熊本みなみクラブの皆さん、ゴールデンウィークは楽しく過

ごされましたか？僕は久しぶりに映画を観に行きました。映

画館で観る映画はやはり迫力が違いますね。また、近いうち

に行きたくなりました。そして、世界的な前衛芸術家の“草間

彌生展”も観に行きました。僕は“一期一会”の気持ちが強い

ので機会を作って行ける範囲で“会い”に行きます。よかゴー

ルデンウィークでした。 

４月の例会は初めての試みで開始時間を１９時３０分とし

ました。そうするとメンバーの集まりがとてもよかったため、５

月以降も１９時３０分開始ということになりました。終了時間

が少し遅くなりますが、お客様をおもてなすためには、開始

時からたくさんメンバーがいる方がいいでよね。これからもみ

んなが“参加しやすい例会”にするようみなで創意工夫して

いきたいですね。 

僕の会長期も残り２ケ月を切りました。先日は熊本連絡会

議も今期の最後で、会長や役員がそれぞれ挨拶をしました。

その中でみなさん「役職が人を成長させる」ということを言っ

ていました。僕もこの１年間でワイズメンとしてかなり成長し

たと思っています。この経験を自分の糧として、これからの

自分の生活、仕事にも生かしていきたいと思います。 

そして、６月には岩国みなみクラブとのＤＢＣ締結式があり

ます。僕の会長期にこんな大きなイベントができることをうれ

しく思います。締結式に参加する人、参加できない人共にス

ムーズに締結できることを見守っていて下さい。 

 

 

４４４４月例会報告月例会報告月例会報告月例会報告    

内田英喜 

 

４月例会は、木佐貫会長のエスコートで、ミャンマーからの

留学生、ヌ･タン･ソン（愛称ヌーヌー）さんと今回の卓話者で

前熊本 YMCA 総主事の堤弘雄さんが入場、ワイズメンの暖

かい歓迎の拍手で迎えられて始まりました。 

この後の「モガウン YMCA 訪問」と題された卓話では、ヌー

ヌーさんがこれから熊本で始まる留学生活、今後の抱負など

を英語でスピーチ。堤前総主事がその通訳と補足を務めら

れ、本題のモガウン YMCA における交流活動では、現地に足

を運ばれた堤前総主事の今回の訪問の様子とこれまでの思

い出を振り返りながらのお話に引き込まれるようにして聞き

入ってしまいました。 

１Y１アジア活動で熊本みなみ YMCA が支援するミャンマー

のモガウン YMCA との間で始まった、エイズ孤児支援を目的

としたミャンマー訪問ボランティアがひとつの実を結び、今回

のヌーヌーさんの日本への留学が実現しました。 

ビジター紹介では、杉野ワイズより、福祉系の NPO を主宰

されている藤元さんのご紹介がありました。今月のハッピー

バースデイ＆アニバーサリーの記念品は山都町の農産物の

詰め合わせで、たいへん好評でした。 

 

また、この度ご婚約され結婚を機に退会される北岡ワイ

ズにお祝いの花束と記念品が贈呈されました。北岡ワイズ

の幸せに満ちた笑顔の表情がとても印象的で、盛りだくさ

んの内容のうちに幕を閉じた例会でした 

 

 

 

 

 

 

 

 

北岡さん、婚約お

めでとう。お幸せに 

ビジター藤元さん 

＆ 杉野ワイズ 

みなみ YMCA}

中島新館長＆ 

桐原連絡主事 

アニバーサリー 

（季節の野菜好評

です） 

木佐貫会長 

堤前総主事 

ヌーヌーさん 



６． 西日本区大会 ＆ DBC 締結式について 

・６月１４日（土）～１５日（日） →  岩国 

・DBC 締結式  → 懇親会前に行う。 

７． 第４回熊本連絡会議 ～ 5 月 14 日 於：中央 YMCA 

・ヌーヌー支援を要請・・・各クラブごとに 

・連絡主事の会費負担 → 全額をクラブで負担する

ことを桑原ワイズが報告する。 

８． ドライバー委員会（池澤ドライバー委員長） 

・５月例会 →卓話者 ～ 風戸直子さん（フリーアナウ

ンサー） 司会～麻生ワイズ or 今井ワイズ or 堀ワイズ 

・食前感謝 → 後藤ワイズ 

卓話者バンク → 下村麻美子さん（オリーブソムリ

エ）・・・１１月に決定 

９． その他 

・りんごジュース 

 

卓話者紹介卓話者紹介卓話者紹介卓話者紹介    

書記 村上博 

 

◇２０１4 年４月２２日（火）１９：３０～／みなみＹＭＣＡ 

１． ４月例会について 

・７時半 開始試行はとても良かった。→ 卓話者入場の

ときテーブルが埋まっていたのは感じが良かった。今後

も続けてほしい、の声多数。 

・旬の野菜プレゼント → 大好評 

２． 岡ワイズ総主事就任お祝い会について ～ 4 月 5 日 

於：杉野クリニック研修所 

・参加者 21 名 → とても雰囲気が良く盛会だった。 

３． 熊本西クラブ５周年記念例会について ～ 4 月 12 日 

於：ニュースカイホテル 

・卓話が良かった → 思いやりと労わりの違い、自衛

隊は労わり 

４． ヌー・タン・ソンさん歓迎会について ～ 4 月 20 日 於：

みなみ YMCA  

・ヌーヌーさんは年代が近い人たちとの交流を喜んでい

た。 

・参加者 → 岡総主事夫妻、堤前総主事夫妻、みなみ

クラブ、みなみ運営委員、みなみリーダー、みなみ職員 

 他クラブ、他多数 

５． 熊本スピリットワイズメンズクラブ加盟認証状伝達式（チ

ャーターナイト）～ 4 月 26 日 於：交通センターホテル  

・参加者 → 中村ワイズ、桑原ワイズ、岡ワイズ、寺田

ワイズ 

 

５５５５月第２例会報告月第２例会報告月第２例会報告月第２例会報告    

風戸直子（かざと風戸直子（かざと風戸直子（かざと風戸直子（かざと    なおこ）なおこ）なおこ）なおこ）    様様様様                

1971 年 2 月 8 日生まれ  

熊本市在住（千葉県松戸市出身）  

法政大学経済学部卒業 

1991 年東京六大学野球 うぐいす嬢 

1993 年テレビ熊本（ＴＫＵ）アナウンサー 

1997 年熊本を拠点にフリーランス 

アナウンサーとして活動スタート 

＊ 得意なジャンルはスポーツスポーツスポーツスポーツ、、、、プロ 

からアマチュアまで取材の範囲は幅 

広い。。。。 「地域のスポーツ文化の創造」「地域のスポーツ文化の創造」「地域のスポーツ文化の創造」「地域のスポーツ文化の創造」・「スポーツの力」「スポーツの力」「スポーツの力」「スポーツの力」に興

味あり    

これまで追い掛けているものこれまで追い掛けているものこれまで追い掛けているものこれまで追い掛けているもの    

Ｊ２ロアッソ熊本・モータースポーツ全般・総合型地域スポー

ツクラブ世界女性スポーツ会議・卓球バレー・知的障がい者

サッカー など 

2014201420142014 年度レギ年度レギ年度レギ年度レギュラーュラーュラーュラー    

スカパー！J リーグ中継ロアッソ熊本リポーター 

RKK ラジオ「VIVA ROASSO RADIO」・FM 熊本「DRIVER’S 

CAFE」、「県庁ﾀﾞｲｱﾘｰ」、NHK 文化センター、シダックスカル

チャー 話し方レッスン講師 

熊本日日新聞ミニコミ紙コラム「風戸直子のロアッソ熊本ここ

だけの話」 

 

＊趣味は＊趣味は＊趣味は＊趣味は    旅行（特にブラジル）、サルサ、ポルトガル語旅行（特にブラジル）、サルサ、ポルトガル語旅行（特にブラジル）、サルサ、ポルトガル語旅行（特にブラジル）、サルサ、ポルトガル語    

 

 

熊本スピリットクラブ熊本スピリットクラブ熊本スピリットクラブ熊本スピリットクラブ    

加盟認証状伝達式報告加盟認証状伝達式報告加盟認証状伝達式報告加盟認証状伝達式報告    

熊本に 10 番目のクラブが誕生          桑原純一郎  

 

 熊本スピリットクラブの加盟認証状伝達式とチャーターナ

イトが、４月２６日熊本センターホテルに１０６名のワイズメ

ンが集結して、盛大に開催されました。  

熊本スピリットクラブの紫垣初代会長をはじめ親クラブであ

るひがしクラブの宮﨑会長や横田設立準備委員長など、新

クラブ設立に尽力された方々の情熱溢れる式典でした。  

祝賀会では、九州部ワイズ劇団による笑いがいっぱいのワ

イズ劇もあり、楽しいひとときでした。みなみからは岡総主

事、寺田次期会長、中村ｙｓと桑原が参加しました。 

 

 

 

いつも盛り上がるワイズ劇団 

岩国みなみの岩本ワイズと 



 

 

 

 

みなみみなみみなみみなみ YMCAYMCAYMCAYMCA 通信通信通信通信    

みなみＹＭＣＡ 桐原 奈緒子 

YMCA のメンバーズカードが 14 年ぶりに変わりました。デ

ザインもシンプルになりました。皆さんへは既に郵送されてい

ると思いますが、このカードの中には、氏名等のデータが入

っています。プログラムの参加者も同じカードを使用します。

子どもたちは、YMCA に来たときに、ピッとかざすと、パソコン

に名前が表示されます。これで、YMCA へ来るのが楽しみに

なってくれるといいなぁと思っています。皆様も、ボランティア

活動などに参加される場合は、必ず新しいカードをご持参く

ださい。 

 

5 月 28 日(水)    歌声広場わいわい 10:45～12:15 

5 月 31 日(土)    会員大会 

6 月 15 日(日)    父の日特別プログラム 

 

  

みなみみなみみなみみなみ YMCAYMCAYMCAYMCA スタッフ紹介スタッフ紹介スタッフ紹介スタッフ紹介    

雑雑雑雑    感感感感    

（下田奈央子さん）（下田奈央子さん）（下田奈央子さん）（下田奈央子さん）    

2014 年 4 月より、みなみ YMCA に仲間入りしました下田奈

央子（うさぎリーダー）です。みなみ YMCA には 4 年前に勤務

しており、懐かしさを感じています。現在はウエルネス事業部

に所属しており、主に水泳プログラムを中心にお子さんから

大人の方まで担当しております。休日は、温泉やプチ旅行を

しています。おすすめな場所がありましたら、教えてください。 

 

ヌー･タン･ソンさん歓迎会報告ヌー･タン･ソンさん歓迎会報告ヌー･タン･ソンさん歓迎会報告ヌー･タン･ソンさん歓迎会報告    

 

後藤慶次 

 4 月 20 日(日)、みなみ YMCA において、ミャンマーモガウ

ンより熊本に留学されたヌー･タン･ソン（愛称ヌーヌー）さん

の歓迎会が開催されました。 

 運営委員、みなみワイズメンズクラブのメンバー、YMCA

スタッフ、リーダーの皆さんが集まり、バーベキューが行わ

れました。ホストファミリーの前 YMCA 総主事堤ご夫妻も参

加され、同世代の若者たちとふれあい、和気藹藹の雰囲気

でした。早く日本生活に慣れて、いろいろなことを楽しみな

がら学んでいただけたらと思います。 

 

 

 

 

  

みなみワイズのメンバーと 

みなみ YMCA スタッフとリーダーの皆さん 

運営委員森さん 次期会長と(親子？？) 

後藤慶次 

 5 月の連休、大学の後輩の試合観戦に福岡フットボール

センターに出かけました。 

見事 4 試合を勝ち抜き、九州地区の大会 2 連覇を達成、準

決勝は後半終了間際に同点に追いつき、延長で逆転勝

ち、しびれました。夏には昨年準優勝だった西日本の大会

の優勝を目指します。 

 熱い思いを持ち、チームで一丸となって目標に向かう姿

には胸を打たれます。是非優勝を勝ち取ってもらいたいも

のです。 


