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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”  

       ＜１２月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 １２月１６日（火）１９：００～２１：３０ 

  ◇会場              BUEN（ブエン） 

 

■第一部 例会  司会 桑原ワイズ  

１．１９：００ 開式      

２．１９：０１ 開会宣言と点鐘 寺田会長 

３. １９：０２ ワイズソング（いざたて）    全員 

４．１９：０５ 会長挨拶  寺田会長 

５．１９：１０ ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 

６．１９：１３ 活動報告・諸報告 

■第二部 パーティ  司会 内村＆杉野ワイズ 

７．１９：２０ 食前感謝      中島ワイズ 

８．１９：２３ 乾杯   寺田会長  

９．２０：００ アトラクション   

１０．２０：４０ オークション 

１１．２１：２０ きよしこの夜     全員 

１２．２１：２５ 閉会点鐘  寺田会長 

    

＜１２月の誕生日＞ 

        麻生メネット、杉野メネット 

        ＜１２月の結婚記念日＞ 

       宮﨑靖大ワイズ・真代メネット 

 

 

 

 

（今月の聖句） 
 

岡 成也 

私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎ

ます。 

（コリントの信徒の手紙二４-１８） 

 

世の中には目に見えなくても確かに存在しているものが

多くあります。 

愛、友情、喜び悲しみ、・・・これらのものは実体としては

目には見えません。 

また、草花が揺れ動くのを見れば風を見る、実感するこ

とができるように、それがもたらす働きや影響を体験す

ることによって知ることができます。 

私たちの人生や世の中においても、同じように神様が生

きていることを実感することがあるのです。 

クリスマスのとき、神様の愛を信じ、新しい年に向かって

「希望」を持って歩みたいものです。 

 

      

 

☆ 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  ／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 

＜１１月第１例会報告＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター １名 

出席会員  １６名 メネット  １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  ７２．７％ 出席者合計 ２０名 

 



会 長 通 信   

                             書記 村上 博 
◇２０１４年１２月２日（火）／みなみＹＭＣＡ 
◇出欠 会長：寺田 ドライバー＆副会長：池澤  書記：村上 

会計：川口  ブリテン＆直前会長：木佐貫 
ＥＭＣ：大村 Yサ・地域奉仕：内村  ウエルネス：堀 
連絡主事：中島  桑原  杉野  中村  藤元 

以上１３名 
 

 １．１１月くまモン例会の反省 

 卓話者、成尾雅貴様が謝礼を寄付、お礼状とボールペン（岩

国みなみとのＤＢＣ記念品）を送付。 

 卓話者が公務員の場合は最初からボールペンを用意。民間

人でもその場で謝礼を寄付されたら同様。残り７本 

２．第２回熊本連絡会議 ～ 11/25（火）中央ＹＭＣＡにて 

 ①国際協力青少年育成年末募金について、田中俊夫ＦＤ委

員長から金額の多少に関わらず全員へ要請あり。 

 ②新年合同例会開催 ～ みなみクラブも移動例会として参

加。 

  日時：2015年 1月 9日（金）19：00～   

  場所：ニュースカイホテル   会費：６千円・・・クラブ補助３

千円（自己負担３千円）⇒ 承認 

 ③ハピネスパーティ報告（管知三郎ヤングクラブ会長）⇒ 22

名参加 ～ 継続する 

 ④九州部チャリティ駅伝・サッカー大会の実施（亀浦実行委員

長、宮崎副実行委員長）⇒ ５千人規模 

  ・日時・場所：2015年3月15日（日）益城陸上競技場 ～ 熊

本ＹＭＣＡが指定管理受託。 

  ・各クラブから実行委員を３人選出 ～ 寺田、桑原、中村   

・駅伝チーム参加依頼 

  ・ファンド商品販売の機会、バザー出店 

３．・市民クリスマスチケット（12/16 開催）⇒ クリスマス例会と

同日のためチケット 10枚のみ買取り（ＦＤ） 

  ・映画「ふうけもん」チケット 10枚買取り・・・7枚販売、３枚分

はＦＤから 

４．ミャンマーエイズ孤児支援・ヌーヌーさん留学支援報告 ～ 

Ｙサ事業主査 ⇒ 内村・Ｙサ地域奉仕担当  

  岩国みなみクラブとの交流・懇親会報告 ～ 国際交流主

査 ⇒ 内田・交流担当 

５．里芋ファンドの販売協力を：１箱５キロ、50箱～売価 2000円

（収益 650円） 

６．ドライバー委員会（池澤ドライバー委員長） 

  クリスマス例会 役割り決め 

  ・アトラクション景品 ⇒ 杉野ワイズ（ワイン３本）提供依

頼・・・杉野ワイズ、引き受け 

 ・アトラクションの売り上げ ⇒ 国際年末募金へ 

 

 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） 
 
師走に入り寒さもぐんと厳しくなってきました。子供のころは、

年末年始と楽しい行事が目白押しで、ワクワク気分だったこ

とが思い出されます。クリスマスプレゼントやお年玉などワク

ワクドキドキ行事があったからだと思います。人から与えら

れる子供時代を経て、今は、与える年代を楽しく生きていま

す。やりたいことを楽しんでやる！小さなことから目標をたて

てその経過も楽しみながら、達成感、充実感を味わう工夫を

する！今の目標は、ＹＭＣA の国際協力青少年育成年末募

金の目標達成ため頑張ること。できることから気張らずやっ

ていきたいと思います。まずは、伝えて賛同していただくこ

と。それから、熊本みなみｸﾗﾌﾞが、４年前から支援しているミ

ャンマーエイズ孤児支援の募金活動をより形あるものにして

いくことが、今の私の目標です。 

今期、ミャンマーから、ヌーヌーさんが留学されています。母

国ミャンマーに孤児院ができたとき、ヌーヌーさんは、エイズ

孤児の支援をしていくという大きな使命をもって、東ＹＭＣＡ

にて勉強されています。ヌーヌーさんは、１年間勉強して、今

後のエイズ孤児支援でとても、重要なパイプ役になってくれ

ることだろうと思います。日本で語学と社会福祉士の勉強を

されて母国に帰られたら、とても大きな役割を果たしてくれる

ことだろうと期待しています。 

ワイズのみなさんはもちろん、知り合いにこの活動を理解し

ていただき、賛同会員になっていただくように、努力していき

ましょう！！よろしくおねがいします。 

今月は、助け合いの月間です。平和に暮らしていける現在

（いま）に感謝して、助け合いの気持ちをもってこの年の締め

くくりとしたいものです。 

以下論語の中から私の好きな論語を抜粋します。 

 

君子は、世を没えて名の称せざられるを疾む 

（くんしは  よをおえて なのしょうせられざるを にくむ） 

 

りっぱな人間というのは、一体何を目指していきるべきもの

なのか？ 

ここであげられているのは、生きている間に何か素晴らしい

行いをして、「ああなりたい」 

「あの人を手本にしよう」と後輩や子孫から称えられることで

す。もちろんそのためには、義、つまり公益のために尽くさな

ければなりません。私利私欲に他人からの称賛などないの

です。 

 

１２月第２例会報告 

 

  



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

熊本みなみ YMCA１０周年式典 

木佐貫浩一 

１１月１８日（火）に熊本みなみワイズクラブの１１月くまモ

ン例会が行われました。くまモンの育ての親の成尾雅貴

さまによる卓話がありました。くまモンは２０１１年３月の

九州新幹線全線開通に向けて熊本をアピールする“くま

もとサプライズ運動”の一つとして、小山薫堂氏がアート

ディレクター水野学氏に依頼して生み出されました。くま

モンは熊本県の営業部長の肩書があります。１００年後

も愛されるキャラクターを目指しています。くまモンはいろ

んな雑誌の表紙を飾ったり、バカラや MINI、テディベアな

どでくまモンバージョンが作られたりしています。また、こ

の４年間でくまモンはいろんな場所に行っていますが、１

１月例会時はハリウッドにいました。熊本のアピールのた

めに、世界を飛び回って活躍しています。くまモンのこ

と、県の取り組みについてとてもわかる卓話でした。ま

た、岡ワイズによる久しぶりにウエルネスタイムがありま

した。肩こりが楽になりました。 

１１月くまモン例会 

１１月２日は熊本みなみ YMCA の１０周年記念式典が開催

されました。寺田会長、岡ワイズ、村上ワイズ、中村ワイズ

桑原ワイズらが参加しました。菅 YMCA 館長から寺田会長

が代表で表彰されました。 

式典終了後は、みなみ YMCAOB・OG 会がありました。今

年もたくさんの方々に来ていたき、鍋を囲んで懐かしい話

で盛り上がりました。来年の再会を約束して終了しました。  

 

 

 

  

  

 

  

  



  

熊本みなみ YMCA通信 

本日の歌詞 

ワイズソング 「いざ立て」 

 

   （１）  いざ立て 心あつくし 

       手を挙げ 誓いあらたに 

       われらの モットー守る 

       ふさわし  その名ワイズメン 

       絶えせず めあて望み 

       この身を 捧げ尽くさん 

 

   （２）  歌えば  心ひとつに 

       ともがき  ひろがり行きて 

       遠きも   近きも皆 

       捧げて   立つやワイズメン 

       栄えと   誉れ豊か 

       まことは 胸にあふれん 

 

クリスマスソング 「きよしこの夜」 

 

 １．きよしこの夜 星はひかり 

救いの御子（みこ）は み母の胸に 

眠りたもう 夢やすく 

 

２．きよしこの夜 み告げ受けし 

羊飼（ひつじか）いらは 御子（みこ）のみ前に 

ぬかずきぬ かしこみて 

 

編集後記 

今回はブリテン原稿が早目に集まったために余裕を持ってブ
リテン作成ができました。皆さんありがとうございました。 
ページが足りなかったので、前回報告していなかった熊本み
なみ YMCA１０周年記念式典報告を載せました。  
                    ブリテン委員長 木佐貫浩一 

桑原純一郎 

１１月２５日開催された第３回熊本連絡会議のメインテー

マは、来年３月１５日に開催される「九州部チャリティ駅伝

(仮称)＆ＹＭＣＡサッカー大会」についてでした。 

亀浦実行委員長と宮﨑副委員長より、計画の概要説明

を動画と資料を使って行われ質疑応答が行われました。 

このチャリティイベントは、今後の YMCA とワイズの新し

い共働体制を作り、熊本のワイズメンが直接関わるボラ

ンティア事業として継続される予定です。熊本 YMCA が

益城町の競技場や体育館の指定管理者になる予定もあ

り、この事業でＹＭＣＡとワイズの実力を益城町にアピー

ルすることが重要なので、各クラブからの実行委員の選

任と運営ボランティア、駅伝へのチーム参加、バザー出

店などの支援が要請されました。又、当日は、九州部の

第３回評議会とＹＹＹフォーラムも同会場で開催されます。 

みなみクラブからの実行委員として、寺田会長、中村ｙｓ、

桑原の３名が参加しますが、皆さんも３月１５日はぜひ、

今期九州部のビッグイベントに全員で参加して、ＹＭＣＡ

とワイズの発展にご協力ください。 

第３回熊本連絡会議報告 

中島修子  

もうすぐクリスマス。クリスマスを迎える季節は、おとなも

子どももとても嬉しいものです。この季節、大きな期待に胸

を躍らせている子どもたちの姿が目に浮かびます。 

さて、ミャンマーからの留学生ヌーヌーさんの日本語力も

かなり上達し、9 日(火)はジェーンズクラブに、25 日(木)は、

熊本ワイズメンズクラブに参加するなど行動範囲も広がって

きており嬉しく思います。 

みなみＹＭＣＡでは、１１月の平和月間ではミャンマー・モ

ガウン YMCA エイズ孤児支援のためのチャリティーイベント

を行いました。１００名近くの方々にご参加いただき、募金も

合わせて約６万５千円の益金を得ることができ、ヌーヌーさ

んも、ミャンマーカレーも好評でした。当日は、ヌーヌーさん

から参加者の皆さんへ、直接モガウンの現状と支援の必要

性についてお伝えすることもできました。４月からワイズ関

係でいただいた募金総額も 134,739 円になりました。誠に感

謝です。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 

12月 19日(金) 歌声広場わいわい 10:45～12:15 

12月 20日(土) ぶどうの木クリスマス礼拝・祝会・発表会 

12月 21日(日) みなみＹＭＣＡクリスマスデイキャンプ 

（阿蘇ＹＭＣＡ） 

12月 25日(木) ウインタープログラムスタート 

＊スケート・水泳・体操・アフタースクー 

ル・キャンプ 

12月 31日(水)～1月 3日(土)  全館閉館 

1月 18日(日) チャリティフェスタ 10：00～ 

＊運動遊び（縄跳び・逆上がり・トランポ 

リン）・お菓子作り 

自転車発電わたがしづくり・本場ミャンマー料理 etc。 

1月 24日(土) ボランティアデー(花岡山清掃) 

1月 30日(金) 熊本バンド早天祈祷会（花岡山 6：30～） 

みなみ YMCAスタッフ 

黒木 裕二郎さん 

熊本 YMCAウエルネス事業部で成

人フィットネスを担当しています。 

日頃の業務は高齢者から競技者、

子どもを含む一般の方々の健康増

進をサポートしています。個人の活

動としては運動指導士やパーソナ 

 

 

ルトレーナー、ストレングスコーチへの実技指導を実施して

九州のトレーナー層の底上げにも力を注いでいます。ルト

レーナー、ストレングスコーチへの実技指導を実施して九

州のトレーナー層の底上げにも力を注いでいます。 

最近では趣味が高じてウエイトリフティング（オリンピックリ

フティング）の指導員の資格を取得しました。 

熊本 YMCA の成人フィットネスが会員様の幸せに繋がるよ

うに頑張ります！ 

 

最近では趣味が高じてウエイトリフティング（オリンピ

ックリフティング）の指導員の資格を取得しました。 

熊本 YMCAの成人フィットネスが会員様の幸せに繋が

るように頑張ります！。 

 

 


