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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”  

   ＜３月慶徳二郎＆Salah例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ３月１７日（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場            ホテル日航熊本 

 

１． 開式             司会：内村ワイズ 

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． 食前感謝             川口ワイズ 

９． 慶徳二郎 & Salah ショウ  慶徳二郎、Salah 

１０． なごりはつきねど              全員 

１１． 閉会点鐘                寺田会長 

  

＜３月の誕生日＞ 

岡成也ワイズ 後藤慶次ワイズ 

        ＜３月の結婚記念日＞ 

藤元俊輔ワイズ・麻里子メネット 

寺田節子ワイズ・健一メネット 

 

 

（今月の聖句） 

中村 邦雄 

 「キリストはおいでになり遠く離れているあなたがたに

も、また、近くにいる人々にも、平和の福音を告げ知らせ

られました。」  

エフェソの信徒への手紙２章１７節 

２月から３月のこの時期はキリスト教最大の祝日である

「復活祭」（イースター）を迎える前にクリスチャンたちが

信仰を自ら問い直す時期に当たります。クリスチャンにと

ってイエスの十字架上の死とそれに続く復活は、徹底し

て隣人のため、和解のために私たちの罪をすべて背負

われ、かつ、その罪を滅ぼされたことを私たちに示すもの

です。 

クリスチャンであるなしに関わらず、時には自らの考えや

行動を振り返って日々の生活を見つめなおすことが必要

なのではないでしょうか。困難に遭遇している人達のこと

を忘れない、私たちの身近なことでは、３月１１日の大震

災の記憶を風化させないこともこれにあたると思います。 

 

☆ 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 

＜２月ＴＯＦ例会報告＞ 

在籍会員  ２３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  ６９．６％ 出席者合計 １７名 

 



会 長 通 信   

                        書記 中島 修子 
◇２０１５年３月３日（火）／みなみＹＭＣＡ 
◇出欠 会長：寺田 副会長：今井        

ドライバー＆副会長：池澤 書記：村上会計：川口 
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、中村 

１．２月会員卓話者例会の反省 

お二人の持ち時間の配分の良く、内容も良かった。 

食事のリクエストに対応いただいた。 

２．九州部第３回評議会＆ＹＹフォーラムについて 

日時：３月１５日（日） 

参加者：寺田会長、池澤ワイズ、桑原ワイズ、中村ワイ

ズの４名が参加。 

３．４月２６日（日）チャリティ駅伝について 

バザーについては、内村ワイズ、寺田ワイズ、藤元ワ

イズが担当し、パインアイス（藤元ワイズにて手配調

整）、リンゴジュース（寺田会長手配調整）を予定。 

他にも１２～１３名のボランティアが必要。会長より要請し

ていただく。 

４． メネット募金について 

 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） 
 
みなさん、お元気ですか？暖かな春がもうそこまできていま

す。日中は、暖かな日があり、何となく、ウキウキ気分になる

のは、私だけでしょうか？春は、草木も芽吹き、鳥のさえずり

もきかれ、私も地球の小さな生き物として同じように元気が

内側から湧いてくるような気がしています。先日運動も兼ね

て熊本城まで、散歩に出かけました。土曜日ということもあ

り、観光客で、大変賑やかなお城でした。梅の花の香りの中

で深呼吸しながら、とても幸せな気分で歩きました。散歩す

ることで、身体も心もリフレッシュできると感じています。週に

２回でも３回でもできる範囲で、散歩を取り入れていきたいと

思います。歩くことで、車では見えないものが、たくさん目に

入りとても新鮮な気持ちになります。歩いて道草しながらなら

ではの発見もあります。はじめて通る道を選んで,探険でもす

るかのような散歩をしていきながら、おまけでダイエットにも

なればいいなあと思いながら歩きました。主人とふたりで歩く

ことで、会話の時間も確保出来て、迎える老後？？の時期

の共通の話題が増えるよう、小旅行にも行きたいと思ってい

ます。春になり、なんとなくウキウキと楽しいことを考えるよう

になっていることに気がつきました。皆さんも、ぜひぜひ歩い

てみてください。散歩には今が一番いい季節ですよ！今月

は桜の花見も楽しみですね。日本人ならではの、桜の花見

は、季節の移り変わりの楽しい行事として心と体に根付いて

います。熊本クラブや、ジェーンズクラブと一緒の花見を 

楽しみにしています。昼間の時間帯ということで、みなみから

は、３人での参加になりますが、親クラブとの交流を楽しみに

しています。 

２月第２例会報告 

 

他にも１２～１３名のボランティアが必要。会長より要請してい

ただく。 

４．メネット募金について 

予算計上にある通り、２万円を募金とする。（承認） 

５．熊本クラブとジェーンズクラブの合同花見への参加につい

て 

日時：３月２８日（土）１３：００～（参加費２５００円） 

自由参加で個人負担の参加とする。 

寺田会長、川口ワイズが参加予定。寺田会長より本日の

欠席者にも案内を行う。 

６. 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～慶徳二朗＆Salah さんの

ショー（８：２０～９：２０の１時間） 

司会：内村ワイズ、食前感謝：川口ワイズ 

②５月例会について 

卓話者：内村ワイズ（ミャンマースタディツアー報告）＆宮崎

ワイズ 

７．４月２６日（日）チャリティ駅伝について 

バザーについては、内村ワイズ、寺田ワイズ、藤元ワイズ

が担当し、パインアイス（藤元ワイズにて手配調整）、リンゴ

ジュース（寺田会長手配調整）を予定。 

他にも１２～１３名のボランティアが必要。会長より要請して

いただく。 

８．ＹＭＣＡ報告（中島連絡主） 

２０１５年度定期総会準備委員の選出が行われ、今井ワイズ

となった。（承認） 

９．その他、 

アニバーサリー＆誕生日の記念品は、丸山ハイランドの野菜

を次年度も継続する。 

みなみ YMCAスタッフ 

 

秋寄光輝 

いつもみなみ YMCA の活

動にご支援いただきありが

とうございます。４月から館

長になります秋寄光輝と申

します。YMCA に入会して

２０年になります。１５年前

の南部センター時代に２年

間健康教育部のスタッフと

して勤務していました。地

域の皆様に必要とされる

活動をワイズメンズの皆様

と共に築いていけたらと考

えております。どうぞよろし

くお願いします。 

 

 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

２月ＴＯＦ例会 

内村忠生 

ミャンマー・モガウンでエイズで親をなくして身寄りのない

子供のためにモガウンを建設するプロジェクトがスタート

して早 6 か月たちましたが、当初目標としていた建設資

金５０万円が目標達成です。 

いよいよ建設に向けてスタートするために、現地へ贈り

物と建設資金を届けると共に建設の準備状況や詳細な

打ち合わせを行うために訪問いたしました。 

今回の行程は、福岡空港発⇒バンコク⇒ヤンゴン（宿

泊）⇒ミッチーナ⇒モガウン（２泊）⇒ミッチーナ（宿泊）⇒

ヤンゴン（宿泊）⇒バンコク（機内泊）⇒福岡でした。 

メンバーは前みなみＹＭＣＡ職員桐原さん、みなみＹＭＣ

Ａ運営委員熊本さん、熊本みなみクラブ内村ワイズ、熊

本ＹＭＣＡ前総主事堤さん、野村さん（東京）の合わせて

５名でした。 

モガウンでは、いろいろありましたが、今回の目的であっ

た事は十分に果たすことができ、4 月で日本からモガウ

ンへ帰るヌーヌーさんと共に、現地への支援体制をより

確かなものにしていくための準備が十分に確認できた実

のある訪問になりました。 

今後はさらに、毎年の孤児院運営資金の募金活動に力

を入れていくことができると思います。 

モガウン訪問 

木佐貫浩一 

２月１７日（火）はＴＯＦ例会で、会員卓話ということで、後藤

ワイズと村上ワイズにお話していただきました。後藤ワイズ

は“人の終末期医療について”、村上ワイズは、“障がい者

に対する優しい町作りについて”にお話しされました。僕ら

もこれから歳を取り、老いていった時にいい時代が迎えら

れる社会になるように、また、障がい者に対する考え方は

以前よりいい方向に向かっているとは思いますが、福祉の

面がすすんでいる外国に比べるとまだまだ改善しなければ

ならない部分が沢山あると思うので、少しでも社会がいい

未来に向かってすすんでいくことを考え、行動しなければい

けなのだなと思います。今回のお二人の考え、想いは素晴

らしいものでした。特に、村上ワイズがご自身の想いを実

現できるように応援していきたいです。 

 

  

  

  

 

  

  

  

  



  

熊本みなみ YMCA通信 卓話者プロフィール 

編集後記 

今回もこの前の土日で鹿児島、福岡の講演会やセミナーへ
の参加のため、ブリテン作成が大変遅くなり、中島連絡主事
にはご迷惑をおかけしました。その中島連絡主事は阿蘇の
幼稚園の園長として旅立たれます。１年間でしたが、熊本み
なみクラブの連絡主事のお役目本当にお疲れ様でした。あり
がとうございました。 今後のご活躍を祈っています。   

ブリテン委員長 木佐貫浩一 

中島修子  

早くも、2014 年度最終月となり、卒園、卒業、進級の時期と

なりました。みなみ YMCAのぶどうの木幼児園も年度終わり

のこの頃になると、どの保育室も子ども同士あるいは子ども

と保育者との意気投合した良い関係が充実感となって保育

室全体に溢れているのを感じます。 

たくさんの経験を共にした仲間（子どもも大人も）と笑い合

い、時に涙もあったことでしょう。その仲間として連帯感が最

高潮に達したような、このまま終わりたくないと思えるよう居

心地の良さを感じているようです。そういう意味でも３月は幹

が太くなるのを実感するような特別な月だと思います。自信

や笑顔がいっぱいになっている子どもたちと共に「春よ来

い！」と次のステップにジャンプしたいと思います。 

4 月より新しくみなみ YMCA 館長の秋寄さんが就任します。

みなみクラブの連絡主事も同様に担当します。私の任期も 4

月までですが、今回で「みなみＹＭＣＡ通信」を書かせていた

だくのも最後になります。1年間お付き合いいただきありがと

うございました。 

 

3月 1日(日)～31日(火)  

成人ウエルネス キャンペーン ７Dayｓ体験 

（費用 2,160円） 

申込み日より 1 か月間で７回利用可能、利用

期限 4/30まで 

3月 22日(日) むさしＹＭＣＡ20周年記念式典 14：00～ 

3 月 25 日(水)～ 春休み短期こどもスポーツ＆キャンプスタ

ート 

4月 1日(水) 2015年度 熊本 YMCA職員入会式 

4月 4日(土) みなみ YMCAぶどうの木幼児園 入園式 

4月 19日(日) アースウィークくまもと 2015賛同イベント「江

津湖たんけん隊」10:00～12：30 

4 月 26 日(日) 益城町総合運動公園の指定管理受託記念

行事 

オール YMCAデイ 10：00～12：00 

新年の抱負 

慶徳二郎（歌手） 

 出身地 熊本市 ３月２５日生まれ 血液型 O型 

 経歴 デビュー５０周年、カバー一筋の伝説の歌手、「山

内 要」は甥にあたるらしい 

＜CD制作＞ 

 ＃１「ふりむけば慶徳」 

 ＃２「びゅんびゅん/商売繁盛」 

 ＃３「他力本願」 

 ＜TVCM出演＞ 

すいかの力、熊本県運輸支局、JU 中古車市、イエローハ

ット、居酒屋花華 

 ＜RKK ラジオ＞ 

 毎週金曜日 AM１０：００頃 中九州クボタ提供「慶徳二郎

の元気か農家におじゃましま～す」 

 毎週日曜日居酒屋花華提供「慶徳二郎のマジックアワ

ー」 

 

Salah（シンガーソングライター） 

 出身地 鹿児島県 昭和５５年１０月２３日 

 血液型 O型 

 経歴 

 平成１４年から保育士 

 平成１６年から歌手活動を開始 

 現在ジャズクラブ「afro blue」でレギュラー出演のほかラ

イブやイベント出演などで活躍中 

 ＜CD制作＞ 

 ＃１「View/BEING」 

 ＃２「海/秋空」 

 ＃３「Voice of mind」 

 ＃４「SU GA WO」 

 ＃５「Sky Blue」 

 ＃６「Sawarabi」 

 ＃７「道のり」 

 ＜TVCM出演等＞ 

RKK「ゆっくりのんびり阿蘇大陸」 

TKU「夜はホンネで！？」 

FM791「さらの海へ行こう」 

CM：アサヒビール、SAKODA、イエローハット 

CM曲：スパ・タラソ、光の森住宅展示場、崇城大学、くまも

と阿蘇カントリークラブ、RKK・夕方一番体操 

  

後藤慶次ワイズ 

もうあと今期も残すところ3ヶ月。ファンド委員長としてほと

んど何も仕事が出来ておらずすみません 

例会に出席することだけは何とかしたいと思います。それ

と何かファンド商品も開拓せねば。 

 


