
2014 

□国際会長標語    ： 「言葉より行動を」 “Talk Less  Do More.” 

□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 ： 「響き合い、ともに歩む」 “To walk together, echoing each other.” 

□九州部長標語    ： 「あなたからわたしへ わたしからあなたへ」 
“Y’s spirit from you and from to for generations!” 

☆熊本みなみクラブ会長標語： 「笑顔の輪を広げよう！」 “Let’s  widen  the  ring  of  smile”  

        ＜7月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ７月１5日（火）19：30～21：30 

  ◇会場 ホテル日航熊本  

  ◇司会 木佐貫ワイズ 

１．開会宣言・点鐘                寺田会長 

２．ワイズソング「いざたて」          全  員 

３．会長挨拶                  寺田会長 

４．九州部長挨拶           亀浦九州部長 

５．ビジター紹介 

６．入会式 

７．ミャンマー募金贈呈式     木佐貫直前会長 

８．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー                   

９．活動報告・諸報告  

10．食前感謝                池澤ワイズ 

11．会長所信表明             

12．役員＆委員長紹介 

13．なごりはつきねど            全  員 

14．閉会点鐘                寺田会長 

         

＜7月の誕生日＞ 

        村上ｙｓ、堀ｙｓ、緒方ｍｔ 

        ＜７月の結婚記念日＞ 

           内田ｙｓ、ｍｔ 

 

 

 

 

（今月の聖句） 
中島修子 

 

すると主は、「私の恵みはあなたに十分である。力は弱

さの中でこそ十分に発揮されるのだ」と言われました。 

（コリントの信徒への手紙二 １２章９節） 

安心して「弱さ」を受け入れられる人は幸せです。「強が

らなくていいんだ」と思えるとき、 

人は本当の意味で強くなれるのでしょう。そのためには、

誰かの支えや励ましが必要です。 

「それでいいんだよ」と受け入れられることから、成長は

始まるのだと思います。 

今月の聖書の言葉は、「弱さ」を何とか克服したいと祈り

求めたパウロという人物に対する、 

神様の答えです。神様は「弱さは取り除かないけれど。

私がその分あなたを支えたいんだよ」と 

約束してくださっているのです。 

  
 
      
 

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

Y's Men's clubs the service club to the YMCA,   

    ２０１４年度みなみクラブ役員委員一覧 
◇会    長  寺田節子 
◇副 会 長   池澤誠・今井政文 
◇書    記  村上博・中島修子、岡成也 
◇会    計  川口圭子・小水流雅代 
◇直前会長   木佐貫浩一 
◇ドライバー   池澤誠・堀隆之・杉野茂人ほか 
◇ブリテン広報 木佐貫浩一・内村忠生・内田英喜ほか 
◇ファンド     後藤慶次・緒方大介・麻生伸一ほか 
◇Ｅ Ｍ Ｃ    大村浩士・中村邦雄・宮崎靖大ほか 
◇地域奉仕    内村忠生・村上博・杉野茂人ほか 
Ｙサービス  

◇交   流    内田英喜･今井政文ほか 
◇ウエルネス   堀隆之・岡成也･永田雅三ほか 
◇監   査     中村邦雄  
◇メネット会長  寺田節子 
◇連絡主事    中島修子 
◇連絡会議担当 寺田・池澤・桑原・堀・中村 

＜６月例会報告＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター ６名 

出席会員  １９名 メネット  １名 

広義会員  なし コメット  ０名 

ゲスト    ０名 みなみＹ招待０名 

出席率  ８６．４％ 出席者合計 ２６名 

 



会 長 通 信   

６．ドライバー委員会（池澤委員長） 

１）７月キックオフ例会 ～ 7/15（火）19：30～ 

入会式⇒藤元さん、亀浦九州部長参加 

確認：入会式キット、入会証書、入会式式文、 

ランチョンバッジ、ＢＧＭ 等 

２）８月例会ビアパーティー・合同例会～ 

ヤングクラブ 

３）９月ＥＭＣ 例会 ～ 大村ＥＭＣ 委員長 

４）10 月例会～卓話者：下村さん～オリーブオイ

ルについて 

５） 11月例会～卓話者：県庁 成尾さん  

～ クマモン秘話 

６） 12月例会クリスマス企画 ～ 200％例会 

７．ブリテン＆広報委員会（木佐貫委員長） 

１）欠席者、関係機関への送付～合計 25程度       

２）西日本区表彰状、記念品、表彰ワッペン等の

確認 ⇒ 書記確認 

８．ファンド委員会（後藤委員長）りんごジュース→４箱 

追加 

９．ＥＭＣ委員会（大村委員長） 9月ＥＭＣ例会の企画 

１０．Ｙサ・地域奉仕委員会（内村委員長） 

１）サザンフェスタ～みなみＹ清掃の実施（8/31） 

２）モガウンＹＭＣＡ支援活動～テーブル募金継続    

（目標 10万円）一般会計～20万円 

３） みるく～古タオル収集 

１１．交流委員会（内田委員長） 

１） 他クラブ訪問、評議員会への参加推進 

２） 岩国みなみクラブとの交流 → 10 月第４土曜日（予

定）～おもてなし交流会 

１２．ウエルネス委員会（堀 委員長） 

１）ハイキング、小旅行（丸山ハイランドなど）の企画 ～ 

草枕温泉等 

２） ボーリング大会企画 

３） 例会時のウエルネスタイム企画 

＜協議事項＞ 

１． 第 12期会計報告、13期予算案（川口会計）～中村監査、 

報告→承認 

２． ファンド会計報告～杉野直前ファンド委員長、     

報告 → 承認 

(ア) 13期予算案 ⇒ 検討、承認 

 第 1３代会長 寺田節子 
 「笑顔の輪を広げよう」 
（Let’s widen the ring of smile） 
 
 
これから１年間会長を務めさせていただきます。 

私は、子供のころから、人から頼まれれば、何でも殆ど１００

パーセント受け入れてしまう性格なので、今回の会長の役割

も“私でよければ喜んで”とお請けしてしまいました。 

私の今年のテーマは、とにかく楽しく笑い声の絶えない楽し

いクラブづくりです。 

笑顔の輪を拡げることで、皆が自然に集まるような、活気合

うクラブにしたいと思います。 

おもてなしの心も大切ですが、基本はまず私が、自然体で自

ら楽しんでどんなことにも興味をもって、参加していきたいと

思います。こころのアンテナを高くかかげ、楽しさ探しをして

いく１年にしたいと思います。このゆびとーまれと叫んだ時、

皆さんもどうか乗ってくださいね。 

私を調子にのせてください。いろんな創意工夫をして、楽しい

１年にしていきたいと思います。 

それから、クラブ会員増強を、皆さんいつでもどこでも、話題

にして、うちのクラブの良さをＰＲしていきたいと思います。ク

ラブ会員全員がいつも、仲間増やすことを、心にとめていれ

ば、目標の３名は、必ず達成できることと思います。熊本み

なみクラブはじめての１３期の女性会長ですので、優しく時に

は厳しくご指導ください。宜しくおねがいします。 

７月第２例会報告 

書記 村上 博 
 
◇２０１４年７月１日（火）／みなみＹＭＣＡ 
◇出欠 会長：寺田 副会長：今井 書記：村上 会計：川口 
ドライバー：池澤 ブリテン：木佐貫 Ｙサ・地域奉仕：内村 
交流：内田 ウエルネス：堀 連絡主事：中島 中村 藤元 
以上１２名 

＜連絡事項＞ 
１． 前期半年報の提出 ～ 7/1 現在の報告 

退会者～北岡京子（3/31） 銭神真弓（6/30） 

千原敬浩（6/30） 

２． 熊本連絡会議～７月２２日(火) ：中央ＹＭＣＡ 

参加者：寺田会長、桑原、池澤、堀、中村 

３． 九州部第１回評議会＆ＥＭＣシンポジューム 

～7/6(日) 懇親会・合同キックオフ例会 

４． みなみＹＭＣＡ清掃活動 ⇒ 8/31(日)07：00～

08：00 

５． サザンフェスタ ⇒ ９/7(日)11：30～15：00     

於：みなみＹＭＣＡ 

第 1回実行委員会～７/２寺田会長参加 

７月キックオフ例会 ～ 7/15（火）19：30～ 入

会式⇒藤元さん、亀浦九州部長参加 

確認：入会式キット、入会証書、入会式

式文、ランチョンバッジ、ＢＧＭ 等 

 

緒方 大地さん 
2014年度よりむさし YMCAから

みなみ YMCA に配属されまし

た。以前、みなみ YMCA でユー

スリーダーをしておりました。 

主に体操を中心にスポーツ指

導に携わっております。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

 

  

ＹＭＣＡスタッフ紹介 



 

６月会長報告＆引継ぎ例会 

第１回九州部評議会＆ＥＭＣ

シンポジウムと懇親会報告 

 桑原純一郎 

去る７月６日中央YMCAで第１回九州部評議会＆EMCシン

ポジウムが開催されました。 

今期は熊本にしクラブの亀浦ワイズが部長です。亀浦部長

の方針は YMCA の発展に寄与するためにワイズの力を結

集すること。ヤングクラブやユースとの交流の促進。地域奉

仕活動の実施とワイズメンバーの交流。そして、ビッグイベ

ントが二つあります。まず、９月２８日に天草で開催される

「九州部部会」です。熊本駅からリムジンバスがでますので

日帰りもできますが、１泊すればイルカウオッチングや教会

めぐりが楽しめます。天草のおいしい海の幸とワイズ交流

を楽しみましょう。そして、来年３月１５日に益城町で開催さ

れるチャリティランとYYYフォーラム、YMCAサッカーチーム

や女子サッカーチームなどが参加するサッカー大会、それ

に熊本スペシャルオリンピックスも参加しての一大スポーツ

イベントが計画されています。今期の九州部はとても楽しい

活動になると思いますので、みなみクラブも大勢で参加しま

しょう。９月２８日と３月１５日は、ぜひ、皆さんのスケジュー

ルを空けておいてください。 

会長主査方針発表では、寺田会長がヌーヌーちゃんを紹

介しました。ヌーヌーちゃんも上手な日本語で挨拶しまし

た。彼女は熊本のワイズメンの人気者になれるかもしれま

せんね。 

寺田会長のメールにもあったように、夜の懇親会ではヌー

ヌーちゃん支援募金が５４０００円も集まりました。 

又、木佐貫ｙｓのメールにもあったように、EMCシンポジュー

ムでは、熊本ひがしクラブの会員歴２年未満の田上ｙｓと岩

本ｙｓが、とても新入会員とは思えないほどの見識とワイズ

魂を発表されて、みんな唖然となりました。ご本人の意識

の高さもありますが、ひがしクラブの新人育成の成果では

ないでしょうか。 

今年の九州部はおもしろくなりそうです、みんなで参加しま

しょう！ 

内村忠生 

本年度最後の例会は、恒例の会長報告会となりました。 木

佐貫会長の一年間の活動や活躍を会長自身が披露する場

です。 

最後の締めの場とあって、木佐貫会長のメネットと職場のス

タッフをゲストでお連れ頂きました。 他クラブからは、ジェー

ンスクラブの前田会長とむさしクラブの秋吉会長、そして今年

度ベストワイズメンに輝かれたひがしクラブの宮崎会長が木

佐貫会長の最後の報告会ということで駆けつけてくださいま

した。 

木佐貫会長の発表を聞きながら、みなみクラブのメンバーも

木佐貫会長の一年間の大活躍をスクリーンで拝見しながら、

とてもよくみなみクラブのための働きをされたのだなということ

が解りました。 

最後に、次期会長の寺田会長へ会長バッチの装着がなさ

れ、会長職から直前会長となられた木佐貫ワイズの顔に安

堵の笑みがこぼれ、最後の閉会点鐘と共に 6 月例会が無事

に終了いたしました。二次会はフェデリコでありました。 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

熊本みなみ YMCA通信 

新役員＆委員長抱負 

副会長兼ドライバー委員長 池澤誠 
副会長およびドライバー委員長ともに昨年度から留任の池

澤 誠です。昨年度は訳が分からないまま、ドライバー委員

長を仰せつかり、直前会長はじめメンバーの皆様に助けて

いただいて、たくさんのミスをしながらも務めさせていただき

ました。本当にありがとうございました。今年は助けてもらう

ばかりでなく、寺田会長はじめメンバーの皆様のワイズ活

動に多少なりとも貢献できればと考えています。どうぞよろ

しくお願いいたします。 
副会長 今井政文 
当初、何かお手伝いができればという軽い動機で入会し

て、１年半たちました。今回は、思いもよらない副会長を依

頼されました。お受けした以上は、ワイズメンズクラブの理

念のもと、皆様のお力をお借りして、会長を支えられるよう

職責を全うできるようにしていきたいと思っています。 

まだあまり理解できていないところもありますが、皆様宜し

くお願い致します 
書記 村上 博 
書記の仕事を確実に果たすのはもちろん、来期は一緒に
発送作業をするなど、他のメンバーにも呼びかけ、書記の
役割りの理解を広めたい。書記をするとクラブ全体の動き
が良く分かるので、共同作業を通して交流の輪を広げてい
きたい。 
会計 川口圭子  
昨年に引き続き会計をさせて頂くことになりました。前期１
年間は何も分からないので皆様に力を借りながらの１年間
でした。本当に感謝しています。そしてみなみクラブを以前
よりも身近に感じています。 
今年はワイズ活動をもう少し理解して、会長をはじめ皆様
のお役に立てるように頑張りたいと思っています。まだまだ
力不足ですが、どうぞご協力をお願い致します。 
ＥＭＣ委員長 大村浩士 
今年度のＥＭＣ委員の一番の課題はメンバー数を増やすこ
とです。寺田新会長の方針でもありますので、肝に銘じて
活動していきたいと思います。９月のＥＭＣ例会等で是非皆
様の知恵とお力を貸していただければと思います。 
また、会員増のための新しい企画を提案できればと考えて
います。 
ファンド委員長 後藤慶次 
今年度はファンド委員長をおおせつかりました。初めての
担当になります。リンゴジュース、ジャガイモ、かぼちゃなど
の従来のものに加えて何か新しい商品が開発できるようア
ンテナを伸ばしていきたいと思います。皆さんからも良いア
イデアがありましたらどしどし出していただけるとありがた
いで す。よろしくお願いします。 
ウェルネス委員長 堀隆之 
２回目のウェルネス委員長になります。あまりにも、昨年度

は回数が少なかったので、今年はがんばりたいと思いま

す。今年は１年を通じてメンバーが元気に「仕事」も「ワイ

ズ」も前向きになれるように、また、「健康」を意識するよう

に、そのキッカケ作りになればと思います。まず、例会にお

いて身体をリラックスさせ、集中力を養いたいです。 

ウェルネスと YMCA は切っても切れない関係にありますの

で、YMCA のスタッフのお力をお借りしながら、進めたいで

す。とにかく、楽しく進めさせて頂けたらと思います。 

今期一年間、がんばります！宜しくお願いします。 
 

編集後記 

皆さんのご協力に感謝です。初めてのブリテン作成だったの
で、思うようには作れず、大変苦労しました（涙）。“とりあえず
作りました”という感じです。次回からはがんばりま～す！！ 

交流委員長 内田英喜 
昨年のキックオフ例会での入会から、ちょうど１年を
迎えます。今回初めての委員長職を仰せつかり、なか
んずく経験豊富で積極的な活動をされている中村ワ
イズから引き継ぐこととなり、身の引き締まる思いで
す。10 月に予定されている DBC 岩国みなみクラブの
おもてなし交流をはじめ、一つひとつ大切にしながら
努めてまいります。 
Yサ･地域奉仕委員長 内村忠生 
２０１４年度は、Ｙサ活動としてのみなみＹＭＣＡのサザン

フェスタ等のイベントを例年通り支援してゆきたいと考え

ています。さらに今年はミャン マーモガウンからの留学

生ヌーヌーさんへの支援や、ヌーヌーさん帰国後のモガ

ウンへ孤児院を建設するための支援など、みなみＹＭＣ

Ａそしてみなみ クラブとしての大イベントが継続、そして

待ち受けていますので、クラブメンバーの皆様のお力を

お借りしながら役割を果たしてまいります。 

また、地域奉仕としては養護施設等への新たな支援活動

が何か始められる年にしたいと思いますので、皆様のお

知恵をお貸しください。 
ブリテン･広報委員長 木佐貫浩一 
今回初めてブリテン･広報委員長をつとめます。読むの
が楽しくなるブリテン作りを目指します。またホームペー
ジを通じた広報活動を内村ワイズと一緒にしていきます。 

みなみＹＭＣＡ通信 

                             中島修子 

蒸し暑い季節を迎え、水遊びも盛んになり水の事故も多く

なる時期です。ＹＭＣＡでは２８年間水難事故を未然に防ぐ

ために水泳クラスのこどもたちを対象に「着衣泳」や、熊本

市とその近郊の幼稚園児・保育園児・小学生へ「ウォーター

セーフティーハンドブック」の無償配布を実施し、水難事故

から子どもたちの命を守る「水上安全キャンペーン」を１９８

６年より毎年開催しています。また、地域の小学生を対象に

水泳に対する苦手意識をなくし、楽しい水泳を学ぶ場を提

供する「みんな泳げる２５ｍ運動」も行っております。今年も

水難事故防止に繋がり、大切な命が守られることを願い活

動を展開しています。 

 

7月 18日(金) 歌声広場わいわい 10:45～12:15 

7月 20日(日) サザンキャンプ 阿蘇ＹＭＣＡ 

7月 23日(水) 夏休みスポーツプログラム・キャンプスタート 

8月 4日(月)～7日(木) 第 32回日韓視覚障がい青少年交

流プログラム 

8月 6日(水) サザンフェスタ実行委員会 19:30～20:30 

8月 7日(木) 安全の日 祈祷会 7:15～8:00 

8月 11日(月)～15日(金) 完全休館 

8月 12日(日) リーダー感謝会 18:00～20:00 

8 月 18日(月)～26日(火) 学園大３年生インターンシップ受

け入れ 


