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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    

                                                                                                                                                

                                ＜＜＜＜６６６６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 ６月１７日（火）19：30～21：30 

  ◇会場 ホテル日航  

  ◇司会 池澤 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                  

８．会長報告                木佐貫会長 

 

９．会長･役員引継式 

10．なごりはつきねど            全  員 

11．.閉会点鐘               木佐貫会長 

         

 ＜６月の誕生日＞ 

         堀ｍｔ、今井ｍｔ、永田ｍｔ 

＜６月の結婚記念日＞ 

     該当なし 

今月の聖句 

岡 成也 

 

コリント信徒への手紙 一 １５章５８節 

 

「わたしの愛する兄弟たち、こういうわけですから、動か

されないようにしっかり立ち、主の業に常に励みなさい。

主に結ばれているならば自分たちの苦労が決して無駄

にならないことを、あなたがたは知っているはずです」 

 

 疲れてふと空しさに捕らわれそうになると思い悩むこと

がありませんか。しかし、神様は主のわざに励む人にと

って、どのような労苦も無駄ではないと言っています。私

たちワイズメンもミッションに基づいて活動するＹＭＣＡと

共に存在しているからこそ大きな喜びと、生きる励みが

日々あらたにされていきます。いかなる場面でも神様が

共にいてくださると信じて励むその姿勢こそ、私たちの心

は満たされて、素晴らしい人生だったと語ることができる

と思います。 

 

☆☆☆☆    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 

＜５月例会報告＞ 

在籍会員  ２４名 ビジター ３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    １名 みなみＹ招待１名 

出席率  ７９．２％ 出席者合計 ２６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」 

  

 

本みなみクラブの皆さま、皆さまのおかげで無事にこの６

月を迎えることができました。昨年３月の会長研修会で会長

としてのスイッチが入り、そして７月より会長としての任期が

スタートしました。何をしていいのか分からない状態のまま、

やらなければならないことが次々ときて、それをいろんな方

に相談しながら、どうにかこなしていく感じの１年間でした。

本当に会長職の“学び”と“実践”が同時進行でした。 

今期１年間を振り返るといろんなことを思い出します。まず

は、７月のキックオフ例会に全て参加できたこと、今期会長

達と仲良くすることができたこと、熊本地区ワイズメンズクラ

ブの合同例会が初めて開催できたこと、岩国まで交流に行

けたことこと、そして、最後に西日本区大会で岩国みなみク

ラブとＤＢＣ締結ができたことなどなどです。でも一番の思い

出は、たくさんのワイズメンと知り合いになれたことです。や

はり“本気”になると人は少しでも認めてくれるものだなと思

いました。今後は今期の会長期に経験したことや学んだこと

を次の方達へつないでいくことが僕の役割だと思っていま

す。 

それではワイズメンの皆さま、７月になれば“ただのワイズ

メン”になりますが、これからも宜しくお願い致します。 

 

５５５５月例会報告月例会報告月例会報告月例会報告    

木佐貫浩一 

 

５月２０日にホテル日航熊本で第１例会が開催されました。

前回から１９時３０分開始となったため、メンバーの集まりがと

てもよく、また、麻生ワイズが久しぶりに司会を担当すること

ができました。麻生ワイズは所々で優しい言葉を言われるの

で僕らもほのぼのした気持ちになりました。 

 

今回の卓話者はフリーアナウンサーの風戸直子さまで、プ

ロからアマチュアまで幅広くスポーツに関するいくつもの番組

を持ち、ご活躍をされています。卓話では“何故アナウンサー

になろうと思ったか”の話からスポーツへの関わり（特にロア

ッソ熊本で取材して感じたこと）、そして障がい者スポーツ、最

後には話し方教室の教え子の“マダム”から教えてもらったこ

となどを話してくれました。そのマダムからの「やりきりなさ

い。そうすると、清々さと心地よさを感じます。そしたら次の道

が与えられます」という言葉を教えてくれました。僕らも何か

“やりきること”をやってみたいですね。 

最後に、風戸さまは“インタビューが私を成長させてくれま

した”と言われました。 

二次会は風戸さまも一緒にいつものハルズバーでありまし

た。 

 

 

卓話者 

風戸直子 さん 

ビジター藤元さん 

＆ 杉野ワイズ 

みなみ YMCA 

下田 さん 

アニバーサリー 

 

 

 

 

 

 

 

ビジター小重さん 

＆ 内田ワイズ 



書記 村上博 

 

◇２０１4 年６月３日（火）１９：３０～／みなみＹＭＣＡ 

１． ５月例会について 

・例会プレゼン用の PC 購入を検討する→ 安価なら～桐原さ

んが中央センターの上田さんと相談の上報告。 

・桐原さん → 6/4 ２～３万円程度、早速探す、ソフトはオフ

ィスと動画視聴可能（上田氏） 

                     

２． 熊本ヤングクラブ５周年記念例会 → 5 月 17 日 於：セ

カンドサイト（会長ほか 3 名参加） 

・合同例会の打診 → ８月ファミリービアパーティで進める。 

 

３． 西日本区大会 ＆ DBC 締結式について 

・木佐貫会長、寺田次期会長ほか６名参加 

・岩国みなみクラブへのお土産 ～ ボールペン → 堀ワイ

ズに依頼 ～DBC 締結式記念の文字入り 

・銭神ワイズ都合により不参加 → 登録費をすでに支払い

済み→クラブからの補助金～10,500 円 

・芦屋クラブから交流希望依頼あり → 土産：くまもんの陣

太鼓～岩国みなみクラブとの締結式を優先 

 

４． 第１回九州部評議会 ＆ EMC シンポジューム 

→ ７月６日（日）13 時～17 時 於：中央 YMCA 

・「ヌーヌー支援」を寺田次期会長がみなみクラブ、みなみ

YMCA の取り組みとしてアピールし、募金を依頼 

・ヌーヌーさんも評議員会に同行 ～ 民族衣装 

・ヌーヌーさん、一時帰国 ⇒ 帰国予定期間 ６月

１０日（火）～３０日（月） 

 

５． 九州部合同例会 ＆ 懇親会 → 7 月 6 日 18

時～21 時 於：ホテル日航熊本 

・受け付けカウンターに「ヌーヌー支援」の募金箱を設置 

・募金箱作りを杉野ワイズに依頼 

・参加者 → 懇親会が始まってから募金箱を持って各テーブ

ルを回り募金の呼びかけ 

 

６． ドライバー委員会  

・６月引き継ぎ・会長報告例会について 

・７月キックオフ例会について ～ 入会式 → 藤元俊輔さん 

・卓話者バンク ～ 下村麻美子さん（オリーブソムリエ） → 

１１月予定  

 

７． その他 

・来期熊本連絡会議役員体制 ～ 議長：桑原ワイズ、 書

記：堀ワイズ、 会計：中村ワイズ、 

ファンド主査：守田まりワイズ（ヤングクラブ） 

 

 

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    

熊本熊本熊本熊本ヤングクラブヤングクラブヤングクラブヤングクラブ    

5555 周年記念例会周年記念例会周年記念例会周年記念例会    

 5 月 17 日土曜日、セカンドサイトにおいて熊本ヤングワイ

ズメンズクラブの 5 周年記念例会が行なわれました。 

2009 年 5 月にチャーターして 5 年熊本のワイズメンのご子

息や若手のメンバー中心に 5 年間頑張ってこられました。 

これからも、各クラブが積極的な支援をおこなって若い力を

見守っていきたいと思います。 

木佐貫会長、寺田次期会長、岡ワイズ、桑原ワイズが参加

され懇親を深められました。 

 

 

 



 

 

 

 

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 

連絡主事の任期が今月で終わりとなりました。YMCA に勤

務して２０年以上になりますが、連絡主事は初めてで、皆様

のお役に立てたのかわかりませんが、あっという間の２年と２

ヶ月でした。皆さん暖かく迎えてくださって、とっても居心地が

良かったです。今後もみなみ YMCA にはおりますので、お会

いする機会は沢山あると思いますので、いつでもお声かけく

ださい。例会にも時々参加させてください。よろしくお願いしま

す。 

 

6 月 23 日(月) ぶどうの木花の日中央消防署訪問 

6 月 25 日(水) 歌声広場わいわい 10:45～12:15 

6 月 28 日(土)～30 日(月) 発達障がい指導者養成講座 

 

  

編集後記編集後記編集後記編集後記    

第第第第 11117777 回回回回西日本区大会、岩国みなみ西日本区大会、岩国みなみ西日本区大会、岩国みなみ西日本区大会、岩国みなみ

クラブクラブクラブクラブ DBCDBCDBCDBC 締結報告締結報告締結報告締結報告    

後藤慶次 

 皆様のご協力により、2 年間のブリテン委員長を滞りなく

終えることが出来ますことに感謝いたします。 

第一例会参加はできる限り心がけてきたつもりですが、

ドタキャンで参加できなかったり、第二例会には数回しか参

加できない中、ブリテン作成をすることで、クラブの活動や

皆さんの表情にいろいろな発見があり、楽しませてもらいま

した。 

紙面が限られる中で、原稿が多いときはどうやってこの

中に収めようか？少ないときは何かネタを持ってきて自分

で少し書いてみたり自分なりに工夫を凝らしたつもりです。 

いかがだったでしょうか？ 

 次期は現会長の木佐貫ワイズにブリテン委員長を引継ぐ

ことになりました。きっと個性的な楽しいブリテンを作ってい

ただけるものと期待しております。 

2 年間お付き合い頂きありがとうございました。 

 

木佐貫浩一 

梅雨入りしましたが、2 日（6/14、15）とも天気に恵まれ、

また、岩国みなみクラブを中心としたホストクラブのおもて

なしも素晴らしく、西日本区大会をとても楽しむことができま

した。 

バナーセレモニーは最後の会長の晴れ姿でした。 

そして、夕方の岩国みなみクラブとの DBC 締結式もスムー

ズに終わり、その後の DBC 交流会も盛り上がりました。ま

たまた、だっさいの最高級のものを２本頂きました。 

懇親会の時には柏原さん達芦屋クラブの皆さんに会いに

行き、交流をしてきました。 

本日はサプライズ的な広報事業でホームページ優秀賞を

頂き、こちらはとても嬉しかったです。 

最後に、西日本区大会実行委員長の岩国みなみクラブの

坂田ワイズの感動的は話がありました。ラストの閉会点鐘

が終わったあと、高瀬理事の目が真っ赤になっていたのが

印象的でした。 

以上です。 

 

いよいよ明後日の例会で僕の会長としての仕事も終わりま

す。振り返りのスライドを現在作成していますので楽しみに

していて下さい。 

追伸 

DBC 締結記念のボールペンも喜ばれていました。また、芦

屋クラブへのくまもん陣太鼓も喜ばれました。 

 

 

 

 

 

 

バナーセレモニー 

芦屋クラブの皆さんと 

ホームページ優秀賞 

DBC 締結式 


