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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”  

       ＜２月例会プログラム＞ 

  ◇日時 ２月１７日（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場            ホテル日航熊本 

 

１． 開式             司会：木佐貫ワイズ 

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． ビジター紹介 

６． ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 

７． 諸報告    

８． ウェルネスタイム   岡ワイズ 

９． 食前感謝             小水流ワイズ 

１０．会員卓話     後藤ワイズ、村上ワイズ 

１１．なごりはつきねど              全員 

１２．閉会点鐘                寺田会長 

  

＜１・２月の誕生日＞ 

（１月）寺田会長 川口ｙｓ 中村ｙｓ 緒方ｙｓ 木佐貫ｙｓ 

木佐貫恵津子ｍｔ 川口照男ｍｔ 

（２月）桑原ｙｓ 内村ｙｓ 大村ｙｓ 池澤ｍｔ 岡陽子ｍｔ 

        ＜１・２月の結婚記念日＞ 

（１月）緒方大介ｙｓ＆恵ｍｔ 堀隆之ｙｓ＆禎子ｍｔ 

（２月）永田雅三ｙｓ＆良子ｍｔ 後藤慶次ｙｓ＆昌子ｍｔ 

 

 

 

（今月の聖句） 
 

中島 修子 

 神御自身、「わたしは、決してあなたから離れず、決し

てあなたを置き去りにしない。」と言われました。 

（ヘブライ人への手紙１３章５節） 

 

悲
ひ

愛
あい

をもって小さな人間に寄り添い、共に悩み、共に泣

いてくださるお方。どんなことがあっても、決して私たちを

置き去りにはしないお方。それがイエス・キリストです。 

この言葉によってわたしたちを慰め、励ましてください。

そしてわたしたちもこの言葉をもって人を励ますことがで

きまように。 

 

      

 

☆ 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 

＜１２月クリスマス例会報告＞ 

在籍会員  ２３名 ビジター ２０名 

出席会員  １５名 メネット  ３名 

広義会員  なし コメット  ５名 

ゲスト    ０名 みなみＹ招待２名 

出席率  ６５．２％ 出席者合計 ４５名 

 



会 長 通 信   

                             書記 村上 博 
◇２０１５年２月３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 交流：内田  
ウエルネス：堀 
連絡主事：中島  桑原、杉野、中村 

 

１．1月合同例会の報告と新年第２例会の報告 

  合同例会 ⇒ 事前の打ち合わせ不足が目についた。 

  新年第２例会 ⇒ きちんと第２例会を行った後、和やかな

新年会かつ大いに盛り上がった。 

２．熊本連絡会議（２ケ月毎、奇数月：第４火曜日に開催） 

  ※次年度は、５月の例会に次期会長（池澤 副会長）が参加

することになる。 

  ※４月２６日開催のチャリティーラン開催（3000～5000 人規

模：益城総合グラウンド）協力の件 ⇒ 3/15から日程変更。

熊本 YMCAが指定管理受託後初のイベント。 

  ※バザーを行う。⇒ 売上利益はファンド基金に出来る。内

容検討：アイス系 ～ パイン、リンゴジュース、トウモロコシ

etc 

３．岩国みなみクラブとの交流会時期の検討（内田交流委員

長） ⇒ 岩国を訪問することに決定 ‼ 

  ※10/3(土) ～ 10/4(日)  or  10/24(土) ～ 10/25(日) 

４．ドライバー委員会（池澤ドライバー委員長） 

  ①３月 17 日（火）第１例会：卓話者～慶徳次郎さん（麻生ワ

イズに確認中）司会～木佐貫ワイズ  

食前感謝～小流水ワイズ or杉野ワイズ 

  ②４月 21 日（火）第１例会：卓話者～太田黒浩一さん（今井

ワイズが交渉済） 

５．鹿児島 25周年参加の件（寺田会長） 

  ※参加者（予定）～寺田会長、桑原ワイズ、内田ワイズ 

  ※お祝い金 ⇒ ２万円（承認） 

６．YMCA報告など（中島連絡主事） 

  ※ミャンマースタデイツアー ⇒ 2/18～2/24 参加者：内

村、堤、桐原、野村（東京在住者） 

  内村ワイズの旅費：クラブから 11万補助 

  ※国際年末募金達成（1500 万）感謝会 ～ 2/13 中央

YMCA 19：00～ 

  ※国際年末募金へファンド基金から３万円募金。 

  ※東部 YMCA日本語科発表会案内 ～ 2/28 

７．その他 

  ※九州部次期交流主査（みなみクラブへ就任要請） ⇒ 桑

原ワイズ（決定‼） 

 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） 
 
明けましておめでとうございます。1 月 2 月合併号になりま

す。 

節分がすぎ、少しは暖かい春がちかづいてきたような気がし

ます。今年はインフルエンザが猛威をふるい、万全の予防対

策に努めながら、仕事をしています。予防対策には、小まめ

なうがい〔緑茶粉茶での〕が効果ありですよ。 

新年合同例会、新年企画例会とワイズの仲間と顔を合わせ

る機会が増えるにつれ、なんとなくワイズのメンバーとして役

割、義務感が生まれてきたように思います。7 月のキックオフ

例会から早 7 ヶ月がすぎました。楽しい例会を企画すること

で、新しいワイズの仲間を増やしたいと思い皆さんの力や知

恵をお借りして自分なりに創意工夫しているところです。 

2 月は、村上ワイズと後藤ワイズの卓話をお聴きして、これ

からの未来に希望をもって生きるる知恵を授かりたいと思い

ます。3月は慶徳二郎様の楽しいひとときに笑顔の輪が広が

ればと思います。4 月は太田黒浩一様の“元気で、笑顔が一

番”という楽しい卓話を計画しています。是非みなさま、ビジ

ターをお誘いして楽しく盛り上がる例会になるようご協力お

願いします。 

２ヶ月合併号なので、私の好きな手紙という詩を皆さんに贈

りたいと思います。 

 

手紙（親愛なる子供たちへ） 

年老いた私が、ある日今までの私と違っていたとしても、どう

かそのままの私ことを理解して欲しい。 

私が服の上に食べ物をこぼしても、靴ひもを結び忘れても、

あなたに色んなことを教えたように見守って欲しい。あなたと

話す時 同じ話を何度も何度も繰り返しても その結末をどう

かさえぎらずにうなづいて欲しい。 

あなたにせがまれて繰り返し読んだ絵本のあたたかな結末

はいつも同じでも私の心を平和にしてくれた。 

悲しいことではないんだ。消え去ってゆくように見える私の心

へと励ましのまなざしを向けて欲しい。 

楽しいひと時に私が思わず下着を濡らしてしまったり、お風

呂に入るのをいやがるときには思い出して欲しい。 

あなたを追いまわし何度も着替えさせたり、様々な理由をつ

けていやがるあなたとお風呂に入った懐かしい日のことを。 

悲しいことではないんだ。旅立ちの前の準備をしている私に

祝福の祈りを捧げて欲しい。いずれ歯も弱り、飲み込む事さ

え出来なくなるかも知れない。足も衰えて立ち上がる事すら

出来なくなったなら、あなたがか弱い足で立ち上がろうと私

に助けを求めたようによろめく私にどうかあなたの手を握ら

せて欲しい。 

私の姿を見て悲しんだり、自分が無力だと思わないで欲し

い。 

あなたを抱きしめる力がないのを知るのはつらい事だけど、

私を理解して支えてくれる心だけを持っていて欲しい。きっと

それだけで私には勇気がわいてくるのです。あなたの人生

の始まりに私がしっかりと付き添ったように私の人生の終わ

りに少しだけ付き添って欲しい。 

あなたが生まれてくれただけで私が受けた多くの喜びとあな

２月第２例会報告 

 

の始まりに私がしっかりと付き添ったように私の人生の終わり

に少しだけ付き添って欲しい。 

あなたが生まれあなたの人生の始まりに私がしっかりと付

き添ったように私の人生の終わりに少しだけ付き添って欲し

い。 

あなたが生まれてくれただけで私が受けた多くの喜びとあ

なたに対する変わらぬ愛を持って笑顔で答えたい。 

私の子供たちへ 

愛する子供たちへ 

 

てくれただけで私が受けた多くの喜びとあなたに対する

変わらぬ愛を持って笑顔で答えたい。 

 

私の子供たちへ 

愛する子供たちへ 

 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

１２月ファミリークリスマス例会 

木佐貫浩一 

１月９日（金）に熊本地区７クラブ合同例会が開催されま

した。僕らが会長期の昨年初めて合同例会を開催し、今

年で２回目です。寺田会長は新春らしく着物姿でした。卓

話はパウンドケーキの店“ア・ラモート”の新本高志さん

による楽しいお話でした。今回はテーブル毎にテーマを

選んで皆で話をする時間がありました。こういう企画もい

いことです。そして、年に１回は他クラブのメンバーと交

流できる機会があることは素晴らしいことです。所属クラ

ブの親睦だけではもったいないと思うので、これからも可

能な限り新春合同例会が継続することを祈っています。 

熊本地区７クラブ新春合同例会 

木佐貫浩一 

１２月１６日（火）にブエンでファミリークリスマス例会が開催

されました。今回は池澤ドライバー委員長のがんばりで、４

４名の参加しました。麻生ワイズ、寺田会長、堀ワイズがフ

ァミリーで参加してくれました。懐かしい顔として、元メンバ

ーの高野さん、犬童さんが参加してくれました。アトラクショ

ンでは、携帯電話を鳴らしてかかった人が商品をゲットでき

るという新たなゲームがありましたが、電話がかかったの

は寺田会長の近い人（僕も含めて）にかかってしまいました

（笑）。最後にはみんなで持ち寄った品物によるチャリティ

オークションがありました。盛り上がったまま、クリスマス例

会が終了しました。 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  



  

熊本みなみ YMCA通信 

今年の抱負 その１ 

編集後記 

今回は全員の“新年の抱負”が集まらなかったので、メール
で届いた分だけ載せています。残りのメンバーも早目に送っ
て下さい。 昨日は熊本城マラソン、ワイズからも沢山の方が
参加・完走されたようです。僕は運転免許更新をしてきまし
た。５年振りのゴールド免許です！！    

ブリテン委員長 木佐貫浩一 

内村忠生 

今年もやってきました。忘年会。暮れも押し迫った 12 月

30日。いつもの杉野クリニック研修棟にてみなみクラブ大

忘年会が開催されました。2014 年を蟹、カニ、かにで締

めくくる、大量な新鮮な魚介も、総勢メンバー、メネット、

ゲスト、ビジター１６名の老若男女が美味しい日本酒とと

もにいとも簡単にたいらげてしまい。美味しい一年が静か

に暮れてゆきました。 

 

熊本みなみクラブ忘年会 

中島修子  

国際協力青少年育成年末募金は皆様のご協力のおかげで

目標金額 １５，０００，０００ 円達成しました。 

１１月１日にからスタートしました募金活動も３か月という期

間で、かなり厳しい目標額でありましたが、みなみクラブの

みなさまをはじめとし、多くの方々からご理解とご支援、温

かい励ましのお言葉を頂き、目標額を達成することができま

したこと、心より感謝申し上げます。 

また、例年同様にミャンマーエイズ孤児支援にも２０万円の

支援金を、そして新たにエイズ孤児建設募金や運営サポー

ターにとYMCAの働きに対するみなみクラブのみなさまの人

的な支援､資金的な支援は大きな力となっております。いよ

いよ１８日(水)～ミャンマースタディツアーに出発いたしま

す。どうぞツアーの成功と参加者の健康安全をお祈りくださ

い。 

 

2月 18日(水)～24日（火）  

ミャンマースタディツアー 

2月 18日(水) P協会企業人と留学生の交流会 14:00～ 

2月22日(日) ヤング・阿蘇ワイズメンズクラブ合同２月例会 

     「第５回 YMCA リーダー・ワイズ感謝会」 

16：00～スポルト熊本 

2月 25日(水) 歌声広場わいわい 10:45～12:15 

2月 28日(土) 「ミャンマーセミナー2015 iｎ 熊本」 

一般社団法人九州ﾐｬﾝﾏｰ友好協会主催 

ﾇ ﾀｳﾝ ｻﾝさん講演出演 

3月  1日(日) HIPHOP発表会＆新体操フェスティバル 

（中央 YMCA） 

3月 12日(木) 浜線バイパス美化活動 7：30～ 

3月 15日(日)  会員交流会（阿蘇 YMCA 的石キャンプ場） 

 

みなみ YMCAスタッフ 

渡辺 章太郎 

今年で、みなみ YMCA 勤務

2 年目となる渡辺章太郎で

す。普段は水泳を子どもか

ら大人の方まで幅広く指導

をしております。特技は水泳

と水球です。 

また、最近の趣味はいろん

な県に旅行に行って食べ歩

きをすることです。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

  

中村邦雄ワイズ 

１月の誕生日で７４歳になりました。今年も参加できる活

動には鋭意参加しようと考えています。枯れ木も山の○○

○○という諺もあることですし、よろしくお付き合い下さい。 

桑原純一郎ワイズ 

まず仕事を頑張って収入を安定させ、ワイズは交流主査

を、中学と高校の同窓会は旅行を、ＮＰＯは新しい事業

を、趣味ではピアノの練習を、頑張ります、今年もいそがし

い・・・！ 

池澤誠ドライバー委員長 

昨年までは足元手元をしっかり見てと思っていましたが、

今年は多少手元足元があやしくなったとしても、あえて顔

をあげて前を向くようにしていきたいと思います。 

大村浩士ワイズ 

今年は弛んだ身体と腹筋を鍛え直し、出来れば腹筋を割

りたいと思います。そしてせめて後５年、車の中で寝てしま

った子供を、二人抱っこしたまま２階に連れて行けるポテ

ンシャルを維持したいと思います。 

中島修子連絡主事 

「健康一番で過ごす」 昨年は、３月の腰痛、６月に骨折、

１１月には健康診断でひっかかり健康のありがたみを実

感いたしました。まだまだ働き盛り？バリバリ働くには「健

康」が一番！「健康」で１年間を過ごすためには、「運動」と

「休養」とそれに．．．．．．。 

 


