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□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”  

       ＜１０月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 １０月２１日（火）１９：３０～２１：３０ 

  ◇会場            ホテル日航熊本 

 

１．開式           司会： 中島連絡主事 

２．開会宣言と点鐘           寺田会長 

３．ワイズソング“いざたて”         全員 

４．会長挨拶               寺田会長 

５．ゲスト＆ビジター紹介 

６．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 

７．活動報告･諸報告 

８．食前感謝              藤元ワイズ 

９．卓話「オリーブオイルの楽しみ方」 

    オリーブオイルソムリエ  下村麻美子様  

１０．なごりはつきねど             全員 

1１．閉会点鐘               寺田会長 

    

＜１０月の誕生日＞ 

        中村メネット、村上メネット 

        ＜１０月の結婚記念日＞ 

         池澤ワイズ＆メネット 

杉野ワイズ＆メネット 

 

 

 

 

（今月の聖句） 
 

熊本 YMCA 中島修子 

「わたしの舌がまだひと言も語らぬさきに主よ、あなたは

すべてを知っておられる。」 

（詩編１３９編 ４節） 

 

 この詩の前半は、「主はわたしたちを知っておられる」

という主題です。「知る」が「究める」「悟る」「見分ける」

「通じる」と、多様に言い換えられて表現されています。 

神さまが全知全能であるということだけではなく、私たち

を知っていてくださる主に対する詩人の深い信頼と感謝

が表明されています。 

日々多くの子どもたちと接して、子どもの眼差しは敏感

だと感じます。見られ、知られる中で、子どもは愛を知

り、心が安定するからです。神さまは私たちの全てを知

っておられます。この知ってくださる主に、私たちの心配

や不安を委ね、安心して歩んでいきましょう。  

 

      

 

☆ 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  ／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 

＜９月例会報告＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター ０名 

出席会員  １６名 メネット  ０名 

広義会員  なし コメット  ０名 

ゲスト    ０名 みなみＹ招待１名 

出席率  ７２．７％ 出席者合計 １７名 

 



会 長 通 信   
ＱＲコードの掲載を取り入れる。 

２．サザンフェスタについて（内村Ｙサ地域奉仕委員長） 

日時 9月 7日（日）11：30～15：00 

  販売：①ホットサンド ②やきとり ③ビール ④たこやき ⑤

パインアイス 

  参加者：寺田会長、桑原、杉野、内村、大村ファミリー、 

川口、池澤、内田、藤元、中村ワイズ 

  報告書→内村ワイズが作成、熊本連絡会議に報告。 

３．あとの祭り：日時 9月 14日（日）19：00～21：00  

参加者：中村、村上、杉野、後藤、内村ワイズ 

４．会員スポーツ・ボーリング大会（堀ウエルネス委員長） 

9月 23日（火）交通センターマスター 

  参加者：杉野、内村、今井ワイズ、中島連絡主事   

⇒ 全体で３位入賞 

５．九州部会：日時 9月 28日（日）13：00～ 亀屋ホテル 花椿 

  参加者：寺田会長、中村、桑原、杉野、岡、池澤ワイズ 

６．第 2回熊本連絡会議：9月 30日（火）19：00～ 中央ＹＭＣＡ 

  参加者：寺田会長、中村、桑原、堀、池澤ワイズ 

① Ｈ27.3/15 のチャリティランをワイズデイに → 各クラ

ブ全員参加を要請 

② 管・ヤングクラブ会長から第１回ハピネスパーティー参

加要請～ビジター紹介、協賛品提供依頼 

③ 次次期九州部長 → 全員一致で宮崎隆二ＥＭＣ事業

主査に決定。 

なお、次次次期九州部長 → 熊本以外のクラブから選

出することを確認。 

④ 八代クラブ 25周年記念例会参加要請 → 11/29 (土) 

15：00～ 

⑤ 鹿児島クラブ 25 周年記念例会参加要請 → Ｈ27．

2/14 (土) 

⑥ チャリティーダンスパーティチケット → 10 枚購入～

みなみＹＭＣＡの成人会員希望者に配布。 

⑦ ミャンマーエイズ孤児支援、ヌーヌーさん留学支援 → 

Ｙサ報告提出～桐原さん、内村ワイズ 

７．じゃがいもファンド（後藤委員長）～ 注文明細  →  

購入要請がなされた。荷卸日 → 10/19 (日) 

  ①農林３１号  →  ７０箱  @２，０００ 円 

  ②男爵     →  ６０箱  @２，０００ 円 

  ③かぼちゃ   →  ８０箱  @２，５００ 円 

８．ジャガイモ料理ショー → 10/25 (土) 杉野クリニック研修

所 参加費：3000円 

  実行委員長 内村ワイズ、審査委員長 中村ワイズ  

エントリー：杉野、大村、堀、桐原、寺田、スピリット、森川、 

堀ビジター 

９．合同メネット例会（むさしクラブ主催） →  

11/6(木) 19：00～21：00 日航ホテル⇒多数の参加要請 

  卓話：希少難病支援団体・ユニバーサルフィールド  

中岡亜希 氏 

10．岩国みなみクラブとの交流会 ⇒ 11/2(日)~3(月祝日)  

 来熊予定 ～ ３名（調整中） 

  ・懇親会 ～ 11/2(日) 18：30～20：30 城見櫓 

  ・観 光 ～ 11/3(月) 09：00～ 阿蘇方面か人吉方面を 

希望 

   宿泊：東横イン、エクスト、三井ガーデン 

11．ドライバー委員会（池澤委員長） 

  ①11 月例会 ⇒ 11/18(火) 卓話者：成尾雅貴様～県 くま

もとブランド推進課長 

  ②12月例会  ⇒ 12/16(火) クリ 

 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） 
 
すべて世の中の仕組みは常々バランスだと感じています。

会長になり、７月、８月、９月と会長職としての役割での外出

が多くなりました。主人も家族も認めてくれているので、感謝

して活動させていただいています。ただ、自分自身が、家族

とのコミュニケーションもとらなければと自責の念にかられて

いたとき、次女（２８歳）が、たまには、昔みたいに家族旅行し

ようと提案しました。そして、今回の旅行の中心は、義妹と住

むおじいちゃんでした。子供のころから可愛がって育ててもら

ったおじいちゃんが、このごろめっきりと心身共に弱っている

様子をみて、もう一度おじいちゃんの元気な笑い顔がみたく

て、娘が企画しました。私もすぐに賛成して長崎までの旅行

となりました。娘が行程は全部考えて、おじいちゃんの笑顔

をどう引き出そうかと一生懸命計画していることが、とても嬉

しくほほえましく思えた旅行でした。 

昼食は、おじいちゃんの大好きな鰻屋さんに行きました。ま

た動物が大好きな家族なので、ふれあいができるバイオパ

ークでゆったりと過ごしました。８８歳のおじいちゃんなので、

山坂の園内を歩いて回るのは無理なため、補助動力付きの

車椅子を借りて、ずっと押してまわりました。自分が受けたた

くさんの愛情を少しでも返したかったのでしょう。父の表情も

とても良く、１０年くらい前に戻った感じがしました。家族での

旅行で、ほんとにゆっくりとした時間をもてたことが、家族全

員にとっても心の癒しになったと思います。 

ホテルも一部屋を借りて、５人のお布団を敷いて寝ました。

夜中いつまでも、修学旅行のような感じで、なかなか楽しい

一晩でした。おじいちゃんは、少し物忘れも出ていますが、孫

娘真理と話すときは、実にしっかりとした調子で絶好調でし

た。刺激は大切だなと、つくづく感じました。いつもと変わらな

い毎日にも感謝していますが、時折り時間を作って共に時間

を過ごす工夫をすることもとても大切なことだと思いました。 

 

 
１０月第２例会報告 

書記 中島修子  
 
◇２０１４年８月５日（火）／みなみＹＭＣＡ 
◇出欠 会長：寺田 ドライバー＆副会長：池澤  

Ｙサ・地域奉仕：内村 交流：内田 ウエルネス：堀  
連絡主事＆書記：中島   中村 桑原 

以上８名 
 

１．9月 EMC例会の反省： 

・大村ワイズが協議された内容を報告書として、提出 

・クラブ用の紹介パンフを作成 ～ 3 万円弱程度。印刷部数 

→ 1000枚。桑原、堀、内村、大村ワイズで作成する。 

 

 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

 桑原純一郎 

９月２８日は天草の亀屋ホテルで「第３３回九州部部
会」が、１４１名の参加者に韓国大邸コーラルクラブ
合唱団も加わり、盛大に開催されました。３月１５日
益城総合グランドで開催予定の地域奉仕事業イベン
ト「チャリティ駅伝」の実行委員会を立ち上げることが
決議されました。又、次次期部長にひがしクラブの宮
﨑隆二ワイズが承認されました。天草の夕陽を眺め
ながら温泉に浸かり、懇親会では海の幸を楽しみま
した。みなみクラブからは、寺田会長・杉野ｙｓ・池澤ｙ
ｓ・中村ｙｓ・岡総主事・桑原が参加、寺田会長はバナ
ーセレモニーと会長報告をにこやかに行いました。
又、３年間のＬＴ委員会活動に対して、亀浦部長より
桑原が特別表彰をいただきました。 

11．ドライバー委員会（池澤委員長） 

  ①11 月例会 ⇒ 11/18(火)卓話者：成尾雅貴様～県くま

もとブランド推進課長 

  ②12 月例会  ⇒ 12/16(火) クリスマス例会～200％例

会、目標 40名 

12．九州部報、西日本区報、ロースターの配布  

～受け取っていない人はみなみＹＭＣＡで受け取りを。 

13．訃報 ⇒ 麻生ワイズのご尊父～クラブからご香典（5 千

円）と会員連名の弔電を発信 

  通夜参列：寺田会長、中村、杉野、堀、木佐貫、 

池澤、岡、大村 

 

九州部部会参加報告 

９月１６日（火）に EMC 例会が開催されました。“メンバー

を増やすにはどうすればいいか”ということについて２組

に分かれて話し合いました。少しでもメンバーを増やすた

めに頑張りましょう！！ 

９月 EMC例会 

 

  

 

 

 
 



  

熊本みなみ YMCA通信 

会員スポーツ大会報告 

内村忠生 

９月２３日（火 祝日）にマスターズボウル熊本にて熊本

YMCA第 22回会員スポーツ大会が行われました。 

熊本県内各地のワイズや YMCAから 130名を超える会員

が集まり、ボウリングを通して親交を深めました。 

ゲーム中にストライクやスペアが出ると、プレーヤーはその

喜びを善意の気持ちに代えて 100円の募金をして、その額

は総額で 3万円を超える募金となったようです。 

これは、熊本ＹＭＣＡが支援しているタイ北部山岳少数民族

の里親支援として役立てられるということです。 

ゲーム終了後は、お楽しみ抽選会が行われ、司会者が番

号を読み上げるたびに参加者は一喜一憂しました。表彰式

では、チームの合計点による順位表彰のほか、ナイスネー

ミング賞、グッドプラカード賞・パフォーマンス賞などのユニ

ークな賞も用意され、沢山の賞品が授与されました。 

さて、今年のみなみクラブは、杉野ｙｓ、今井ｙｓ、中島連絡

主事、内村が参加し、往年の若者が昔取った杵柄で頑張っ

たおかげで、なななんと総合３位に入賞することができまし

た。 

 

編集後記 

今回もブリテン作成がぎりぎりとなってしまいました。なかな
かブリテン作りも進歩していません。才能のなさを感じていま
すが、とりあえず１年間頑張りま～す。 

ブリテン委員長 木佐貫浩一 

桑原純一郎 

９月３０日（火）、みなみクラブが担当する第２回熊本連絡

会議(議長：桑原)を、中央ＹＭＣＡで開催しました。ＳＯ支

援映画「天心の譜」チケットは１０クラブで８６枚売れまし

た。売上金は桑原がＳＯ事務局へ届けました。 

菅正康ＹＭＣＡ会長から、ＹＭＣＡ支援会員活動を本気で

やろうとアピールがあり、今年の国際協力青少年育成年

末募金は１５００万円を目標にすることが決まったそうで

す。 

昨年度の実績は１２００万円ですから、３００万円のアップ

です。年末募金にがんばりましょう。 

今年度の連絡会議は、九州部チャリティ駅伝を支援して

いく方針です。部会で、福島貴志主査を中心に実行委員

会を立ち上げることになりました。来年の３月１５日は、 

３０００人規模のイベントになる予定ですのでボランティア

スタッフが１００名くらい必要になります。ぜひ、全員で参

加しましょう！ 

熊本連絡会議報告 

                             中島修子 

先日、ぶどうの木幼児園の引率で坪井川緑地公園の「ひ

ごっこジャングル」に出かけました。疲れを知らない子どもた

ちは青空の下、時間ギリギリまで夢中になって遊んでいまし

た。何をするにも気持ちの良い季節を迎えています。芸術の

秋、スポーツの秋、食欲の秋…いろいろな秋がありますが、

みなさんはどのような秋を楽しんでいらっしゃいますか。 

 

10月 22日(水) 歌声広場わいわい 10：45～12:15 

10 月 30 日(木) 国際協力青少年育成年末募金キックオフ

集会 中央 YMCA 

１１月１日(土) 国際協力青少年育成年末募金スタート～

2015年 1月 31日 

歌声 8周年 Jazz コンサート 

 みなみ YMCA  13:00～15:00 

東部 YMCA  18:30～20:00 

１１月２日(日) みなみ YMCA10周年記念式典 14:00～16:30 

         みなみ YMCAOB･OG会 17:00～19:00 

１１月３日(月祝) チャリティダンスパーティ 熊本市青年会

館ホール 

１１月９日(日) 平和月間イベント 

１１月１３日(木) 浜線美化活動 7:30～8:30 

１２月６日(土) 専門学校運営委員会主催生涯学習セミナー 

「現代の子どもの特徴と望ましい関わり」 

講師：岡崎光洋氏 

 

あとの祭り 

９月１４日（日）にサザンフェスタのお疲れさま会の“あと

の祭り”が熊本みなみ YMCAで開催されました。 

 

 


