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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”  

       ＜１１月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 １１月１８日（火）１９：３０～２１：３０ 

  ◇会場            ホテル日航熊本 

 

１．開式               司会： 川口ワイズ 

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．ウェルネスタイム        岡ワイズ 

９．食前感謝                 岡ワイズ 

１０．卓話 「１００年後も愛されるキャラクターを 

目指して」  

熊本県商工観光労働部  

くまもとブランド推進課長     成尾雅貴様 

１１．なごりはつきねど              全員 

1２．閉会点鐘                寺田会長  

＜１１月の誕生日＞ 

       永田ワイズ、中島連絡主事 

        ＜１１月の結婚記念日＞ 

         木佐貫ワイズ＆メネット 

 

 

 

 

（今月の聖句） 
中村邦雄 

何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだっ

てお互いに相手を自分より優れた者と考え、めいめい自

分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。 

新約聖書：フィリピの信徒への手紙１章３節～５節 

 

この頃、「最近は、自分の主張ばかりして、他者への心

遣いが足りなくなってきた。」というような声を聞きます。

自分が生きるだけで精いっぱいで、とても他人のことな

ど考える余裕がないということなのでしょう。「情けは人

のためならず」の格言はどこかへ行ってしまったようで、

「情けをかけることは人のためにならないからやめてお

け」という意味だと思っている人もいるとか。ある報告書

にそのようなことを読んだ気がします。 

洋の東西を問わず、自分自身を客観視できるようになる

ことが大人になることでもありあり、私たちのクラブのモ

ットーもここに根差していると思います。 

 

 

      

 

☆ 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  ／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 ６名 

出席会員  １８名 メネット  ２名 

広義会員  なし コメット  ２名 

ゲスト    １名 みなみＹ招待２名 

出席率  ７８．７％ 出席者合計 ３１名 

 



会 長 通 信   

中島修子 

１０月「オリーブオイル」例会が、イタリア国家資格ＡＩＳソムリ

エ、ＡＩＳＯ認定ジャパン認定オリーブオイルソムリエをお持ちの

下村麻美子氏を卓話者として迎え～オリーブオイルの楽しみ方 

～と題して行われました。 

イタリアは世界中で一番品種に富んだオリーブオイルを生産さ

れているそうで、７１５種のうち３００種が実際栽培され、地域の

特性を生かした味わいを感じる事が出来るそうです。 

卓話では、オリーブオイルの収穫の様子やオリーブオイルの種

類やオリーブオイルを使った料理の紹介、そしてオリーブオイ

ルの効能など映像を交え、お話し頂きました。 

お話しの中で印象に残っているのは、エクストラ・バージン オリ

ーブオイルは果実の１００％ジュースで収穫から劣化が始まり、

最低でも２４時間以内に搾油され、収穫時期は搾油工場に寝

泊まりしながら２４時間フル稼働で持ち込まれるオリーブ達に対

応されているとのことでした。また、オリーブオイルには多くの

効能があり、悪玉コレステロールをコントロールし、心臓疾患、

高血圧に効果的なこと、また腸の働きも活性化するなど、便秘

にも効果があるなどとても興味深いお話しでした。 

実際に、オリーブオイルの見分け方や試飲の方法も教えて頂

き、用意されたバケットに３種類のオリーブオイルを垂らして頂

きました。一度口にしたら忘れられないエクストラ・バージン・オ

リーブオイル。食卓に欠かせないアイテムになりそうです！ 

 

 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） 
 
朝晩急に冷え込む季節になりました。皆様風邪などひかれ

ていませんか？私は、仕事柄、人相手の仕事なので、風邪

などひかぬよう細心の注意をしています。粉緑茶のペットボ

トルを常時持ち歩いてうがいしたり喉が乾燥しないよう水分

補給としても飲用しています。これがけっこう効いてここ７，８

年風邪で仕事を休んだことはありません。皆さんも是非お試

しください。健康あっての笑顔ですから。人様への心配りも自

分が心身共に健康でなければできません。健康のありがた

さを、毎日感じ感謝しています。 

今月は、２日（土）～３日（日）と、岩国みなみクラブとの懇親

会と観光案内と交流ができた楽しい月でした。来年度は岩国

みなみクラブ訪問を約束して別れました。いろんな方との交

流はなかなか楽しいことだと感じています。自分と違う考え

方の人との交流はたくさん勉強になることがあります。みん

な違ってみんないい。私の大好きな金子みすずさんの詩集

から、わたしのお気に入りの詩を皆さんにお届けして今月の

会長通信とします。 

 

題  わたしと小鳥とすずと 

 

わたしが両手をひろげても、 

お空はちっともとべないが、 

とべる小鳥はわたしのように、 

地面をはやくは走れない。 

 

わたしがからだをゆすっても、 

きれいな音はでないけど、 

あの鳴るすずはわたしのように 

たくさんなうたは知らないよ。 

すずと、小鳥と、それからわたし、 

みんなちがって、みんないい。 

 

 YMCAスタッフ 

家富幸さん 

みなみ YMCA勤務７年目に

なります。主に成人を担当さ

せていただいています。 

リラクゼーションのクラスや

ボクササイズ・ジムでの 

トレーニング指導など担当し

ています。 

常に笑顔と元気な挨拶を心

がけています！ 

皆さんもこの顔を見かけたと

きには声をかけてください。 

よろしくお願いいたします。 
 

 

１０月オリーブオイル例会 

 

  

  

 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

岩国みなみクラブとの交流会２ 

内田英喜 

11 月２日から２日間の日程で岩国みなみワイズメンズク

ラブとの交流会が行われ、第１日目の懇親会が午後６時

半より、和食処「城見櫓」にて開催されました。会場の手

配については今井副会長にご尽力いただきました。岩国

みなみからは、佐竹会長、高瀬前西日本区理事、松村

ワイズがご出席。当日は岩国から車で５時間かけて来熊

され、ご宿泊先のホテルに寺田会長をはじめ熊本みなみ

のワイズ有志がお迎えに参上して、無事会場に到着され

ました。熊本みなみワイズメンズクラブからは 12 名が出

席して歓待。司会と乾杯の音頭を DBC 締結時の会長、

木佐貫直前会長にお願いし、大きな額縁のようなガラス

窓越しに熊本城の美しいライトアップを眺めながら郷土

料理と地酒をご堪能していただきました。途中メンバー

の自己紹介を交えながら、各々和やかにご歓談いただき

ました。また、岩国土産としてご紹介されて振る舞われた

銘酒「金雀」の芳醇な香りと味わいに酔いしれることがで

きました。最後に熊本みなみを代表して寺田会長からお

礼の挨拶とともに岩国みなみの佐竹会長にお菓子とお

酒のお土産をお渡ししました。２次会は 14名で Hal's Bar

へ。さらに３次会の Bar K.MIYAMOTO へは９名が参加。

最後までお付き合いいただいた岩国みなみの御三方と

オープンテラスのテーブルに輪になって、話は尽きること

なく秋の夜長を楽しむことができました。来年の交流会

の計画も話題となり、今度またお会いする日が待ち遠し

いほどです。 

 

岩国みなみクラブとの交流会１ 

 

  

 
 

木佐貫浩一 

３日は水道町の東横インを９時に出発して、ミルクロー

ドから阿蘇 YMCA キャンプ場前を通り、道の駅阿蘇に

寄って、阿蘇登山道(阿蘇パノラマライン)を通って、草

千里に行きました(阿蘇山頂は規制のため行けず)。高

瀬元理事の希望で乗馬しました。気温６℃だったので

手が冷たかったです。 

昼食を田楽の里で田楽料理を食べて、白川水源に行

きました。マイナスイオンで癒やされました。コーヒーを

飲んで少し休憩をして空港益城インターで 15 時 30 分

頃お別れしました。 

天気がとても良くて、気持ちいい、そして楽しい観光で

した。 

熊本メネット合同例会 

桑原純一郎 

今年の交流例会はむさしクラブのホストで、１１月６日

ホテル日航で開催されました。 

卓話は、今年のメネット国内プロジェクトである「稀少難

病について」、京都から来られた中岡亜希さんが、ご自

身の体験に基づいて想いを話されました。航空会社で

スチュワーデスをしていた中岡さんは、２５歳の時に進

行性の稀少難病「遠位型ミオパチー」と診断されまし

た。以来十数年、病状が悪化するだけの日々に絶望を

感じるが、その後「今」という時を周りの家族、友人と共

に楽しみながら生きていきたいと心に誓い、稀少難病

の存在を知ってもらうための活動を続けていらっしゃい

ます。 

最近出会われた佐藤医師の IPS 細胞を使った治療研

究に望みを託しているが、その始まったばかりの研究

もまだ先生の自費で行われていて、国からの補助も何

もありません。中岡さん達が募金活動で支援している

そうです。活動は募金だけではなく、稀少難病で苦しん

でいる人々に「稀少難病の会」があって助け合う活動を

していることを知らせることも重要な活動で、そんな患

者さんが近くにいたら、ぜひ、会のことを伝えて欲しい

とのことです。私たちもできることから支援していきまし

ょう。メネット事業もワイズ活動のひとつです。 

 

  

 



  

熊本みなみ YMCA通信 

編集後記 

またまた、ブリテン原稿の確認を怠り、関係者にご迷惑をお
かけしました（涙）。次回こそはがんばります。 

ブリテン委員長 木佐貫浩一 

第８回ジャガイモ料理ショー実行委員長 内村忠生 

ジャガイモ料理ショーも第 8回となり食材の手配や会場を

提供してくださる杉野ワイズに感謝しながら、みなみの恒

例行事として完全に定着した感があります。 

 ジャガイモ料理ショーは毎年楽しみにしていただいてい

るファンの方もいらっしゃいますし、ゲストで来ていただい

たお客様にも大いに楽しんでいただける内容に進化して

きたような感じがします。 

 今回は参加者２５名の皆様にご参加いただき、その中

からエントリーは杉野ワイズの「ジャガイモのパイ包み」、

堀ワイズの「フレンチトースト風クロムッシュ」＋「パンプキ

ンスープ」、内村ワイズの「シーフードポテトサラダ」＋「イ

タリアンガレット」、そして最後はミャンマーからの留学生

ヌーヌーさんから「ミャンマー家庭料理 タメント」が出品さ

れました。 

審査は中村審査委員長より採点方法の説明のもとに、

高級ワインに酔いしれながら結構厳正な？審査が執り行

われました。 

今年は内村ワイズが８回目のエントリーでようやく見事に

優勝を獲得されて、涙の優勝カップ授与が寺田会長から

内村ワイズに手渡されました。 

 今回、壱岐の魚を綺麗に刺身料理にしてくださった下村

様。初めての参加で美味しい料理を出してくださったヌー

ヌーさん。ヌーヌーさんのバックアップや全体のお手伝い

をしてくださった、堤様、桐原様。ゲストでおいでください

ました。谷内ご家族様、犬童様、甲斐様、堀メネット、森

川ワイズ。火おこしから焼き方までずっと最後まで外で頑

張ってくださいました、藤本ワイズ。皆様に心から感謝申

し上げます。 

ジャガイモ料理ショー 

                             中島修子 

YMCAでは､毎年 11月 1日～翌年 1月 31日までの期間､

国際協力青少年育成年末募金活動を行っています｡皆様か

ら寄せられた募金は､経済的支援を必要とするこどもたちの

支援、熊本ＹＭＣＡ学院奨学金、ユースリーダーの育成、Ｙ

ＭＣＡの世界中に広がるネットワークを活かした国際協力活

動や活動を支える青少年の育成に使われる他、シニア世代

の健康寿命延長、障がい者の自立支援などに用いられま

す。 

熊本 YMCA は、昨年度よりファンド・ディベロップメント活

動の推進を始めました。これは、「命を救い、人生を変える」

熊本 YMCA の活動を広く知っていただき、募金はもとより

YMCA の運動によってよりよい社会づくりに貢献していく活

動に対する支援を拡大することを目指すものです。ご存知

のように、YMCAは国際協力や支援活動､青少年育成､福祉

活動､環境活動など社会の課題解決のために､行政や企業

画団体､ボランティアとの協働しながら､公益法人として活動

を行っています｡そのような活動を行っていく上で､人材と資

金が必要となります｡ワイズメンの方々の働きはまさに人材

の宝庫で､YMCA の働きに対する人的な支援､資金的な支

援は大きな力となります｡ファンド・ディベロップメント活動の

最たるものだと感じています｡ファンド・ディベロップメント活

動は､多くの人や団体と協働を行っていくことで活動が広が

り､その活動の意義を社会へ向けて発信し､共に活動を行っ

ていくことにつながっていくことと捉えています｡どうぞ YMCA

で行います国際協力青少年育成年末募金へのご協力をお

願い致します。 

12月 14日(日) 国際協力青少年育成年末募金      

 「街頭募金」ゆめタウンはません店 

12月 21日(日) みなみ YMCA クリスマスキャンプ      

阿蘇キャンプ 

12月 25日(木) ウィンターキャンプ＆冬休み短期 

プログラムスタート 

  

 

 

  


