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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”  

     ＜４月ヨカバイ例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ４月２１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． 連絡主事引継式 

８． 諸報告 

９． 食前感謝             秋寄連絡主事 

１０．卓話「笑顔で元気がヨカバイ」 大田黒浩一氏 

１１．なごりはつきねど              全員 

１２．閉会点鐘                寺田会長 

＜４月の誕生日＞ 

麻生伸一ワイズ 小水流雅代ワイズ 

宮崎靖大ワイズ、内田英喜ワイズ 

池澤理恵メネット、内田メネット 

        ＜４月の結婚記念日＞ 

村上博ワイズ・和枝メネット 

今井政文ワイズ・和美メネット 

 

 

（今月の聖句） 

 

岡成也 

「いろいろな試練に出会うときは、この上ない喜びと思い

なさい。」ヤコブの手紙 1章 2節 

 

４月は新学期、新年度と希望に満ちた社会のスタートで

すが新しいことへの不安や自信が持てず悩んでしまうこ

ともあります。順調に進んでいるときには感じないことか

もしれませんが、わたしたちにとって幾度と訪れる試練の

時は必ず来ます。しかし、人は試練に出会うことによって

喜びを生み出すことができると言われ、神に対して疑うこ

となく信仰をもって願い求めるならば、知恵が与えられ

る。辛いとき、悲しいとき、その時には、喜べないとして

も、「感謝します」と祈って、信仰的に受けとめること、そし

て、万事を益としてくださる神様につねにゆだねことがで

きる自分でいたいと思います。 

 

☆ 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 

＜３月エンターテイメント例会報告＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター ８名 

出席会員  １７名 メネット  ３名 

広義会員  なし コメット  ０名 

ゲスト    ２名 みなみＹ招待１名 

出席率  ７７．３％ 出席者合計 ３１名 

 



会 長 通 信   

                        書記 中島 修子 
◇２０１５年４月７日（火）／みなみＹＭＣＡ 

◇出欠 会長：寺田 副会長：今井 副会長＆ドライバー：

池澤 ＥＭＣ委員長 大村 Ｙサ・地域奉仕：内村 交流：

内田 ウエルネス：堀  監査：中村 桑原、連絡主事：秋

寄 中島 

１． ３月慶徳次郎＆Salahショーの反省について 

・準備やその後のご予定で食事を召し上がっていた

だけなかったのが気の毒であった。 

・Salah さんのショーの最後の曲をミャンマースタディ

ツアー報告用 DVD の BGM などに利用できないか。

→麻生ワイズを通じてお尋ねしていただく。 

１． 九州部第３回評議会＆ＹＹフォーラム報告について 

・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。 

２． 熊本連絡会議への参加報告について 

・３月２４日（火）１９：００～、参加者 寺田会長、池澤

 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） 
 
皆様、お元気ですか？新しい季節がはじまりました。 

日本人の伝統的な行事、桜の花見も今年は桜の開花時期

がながく、昼の桜、夜の桜と楽しめたのではなかったでしょう

か？私たちみなみクラブも、熊本クラブや、ジェーンズクラブ

の昼の花見に参加させていただきました。土曜の昼間という

ことで残念ながら参加できなかったみなさんは、恒例の杉野

ワイズの研修棟での夜の桜の花見を楽しみました。日本人

は、昔から季節ごとに、花をめで月をめで交流を楽しんでき

たように思います。人は交流会話することで、お互いの相互

理解が深まると思います。みなみクラブも交流の機会を持

ち、会員増強できるよう残りの３か月ＥＭＣに力を入れたいと

思います。皆さんのご協力をおねがいします。私は、今月は

何といっても一番嬉しかったことは、みなみクラブから市会議

員に立候補された村上ワイズが、当選されたことです。政令

都市になり初めての選挙でした。特に村上ワイズが立候補さ

れた中央区は激戦区でした。村上ワイズの人柄、実行力、

実績などを充分知っているみなみクラブですから、みんなで

応援しました。 

初めての選挙態勢での選挙でなかなか大変な選挙戦だった

と思います。 

本当によかったです。村上ワイズがこれからの市政に私たち

市民の声を繋いでくださると思います。 

春の出発の時期にとてもいい流れだと感じています。心から

皆さんでお祝いしたいと思います。 

今日は熊本で有名な大田黒浩一さんの健康になるための楽

しいお話をお聞きできるのを楽しみにしています。人間は、

いつでも楽しいことや嬉しいことをイメージしながら生きてる

ことが一番の健康維持の秘訣だと思っています。 

大田黒浩一さんのお話をお聞きすることができることを今日

は本当に楽しみにしています。 

４月第２例会報告 

 

 

２． 九州部第３回評議会＆ＹＹフォーラム報告について 

・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． 熊本連絡会議への参加報告について 

・３月２４日（火）１９：００～、参加者 寺田会長、池澤ワイ

ズ、桑原ワイズ、中村ワイズ、堀ワイズ、中島連絡主事

参加。 

４． ４月２６日（日）チャリティ駅伝について 

・チャリティ駅伝へみなみクラブより１チームエントリーす

る。メンバーは、寺田会長、池澤ワイズ、川口ワイズ、ヌ

ーヌーちゃん。 

・バザーについては、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

スを販売。必要備品としてクーラーボックス（ジュース用：

中村ワイズ提供）、ジュース１５箱（寺田会長）、パインア

イス１００本（藤本ワイズ、サザンフェスタと同数）、氷（藤

元ワイズ）、ジュースの保冷用に発砲スチロール等を活

用、机はみなみ運営委員会と合わせてみなみで手配。

中村ワイズより軽トラを提供。 

・当日は、みなみ７：３０集合、８：００出発し、乗り合わせ

で行く。小雨決行。 

・当日は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。 

・桑原ワイズよりチャリティ駅伝プログラムの広告掲載協

力依頼がなされた。 

５．  ドライバー委員会（池澤ドライバー委員長） 

・４月２１日（火）第１例会：卓話者～大田黒浩一氏。川

口・今井ワイズ還暦祝い、連絡主事引継式。（司会：

内村ワイズ、食前感謝：秋寄連絡主事） 

  ・今回も２００％例会とし３月と同数の参加者を目標とす

る。 

・５月例会については、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？ 

６． ファンド（リンゴジュース販売）について 

  ・チャリティ駅伝大会のバザー開催に伴い、例年よりも早く

の販売となる。 

大切なファンド事業であるので皆で購入協力を行う。

なお、納品後は速やかに受け取りを行う。 

・また、ファンド事業の取り組みやリンゴジュースの品質

などの紹介文を配布する。 

７． 西日本大会について 

・日時：６月１３日（土）～１４日（日）、ハイアットリージェン

シー大阪にて開催。参加者 寺田会長、池澤ワイズ、桑

原ワイズ、中村ワイズの４名が参加予定。 

・フォローシップアワーにて、岩国との懇親の時間を設け

る。 

・みなみクラブより、交通費として２０，０００円の補助を

行う。→承認 

８． 次期会長及び役割について 

池澤ワイズへ一任（桑原ワイズより交流委員長希望あ

り）。４月例会で池澤次期会長より提案がなされる。 

９．ＹＭＣＡ報告（秋寄連絡主事） 

・４月２６日（日）オールＹＭＣＡデーは、１０時開会、１２時

閉会、１４時解散。 

・４月１９日（日）アースウイークくまもと２０１５賛同イベン

ト「江津湖たんけん隊」 

・１０周年記念誌配布 

10．みなみクラブ新パンフレットについて 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

４月理事通信 

３月は慶徳二郎さんと Salah さんご夫婦によるエンターメ

ント例会でした。ビジターも沢山参加しました。みなさん

楽しんでくれたことでしょう。 

３月エンターテイメント例会 

西日本区理事 松本武彦 

２月２７日（金）から３月１日（日）までの３日間、タイ国バン

コックで開催されたアジア地域会議に出席しました。東西

日本区を含む６つの区から、各区における活動報告がなさ

れるとともに、次期国際会長ウイッチャン Wichian 

BOONMAPAJORN（タイ）さん、次期アジア地域会長エドワ

ード Edward ONG（シンガポール）さんから、活動方針と人

事の報告がなされました。審議上での大きな論点は財政

上の緊迫化にどう対応するかでしたが、運用上の工夫を

することで当面凌いでゆくとの結論になりました。その後の

雑談の場も含めて、みなの強い興味を呼んだ話題は、ＹＭ

ＣＡのない国や地域にＹＭＣＡをつくってゆけるようワイズ

の新クラブ造りを進める、ＹＭＣＡを支援することにワイズ

力を強く注ぐ、というものでした。 

３月７日（土）～８日（日）、ホテル新大阪コンファレンスセン

ター（旧チサンホテル新大阪）で「次期会長・主査研修会」

を開催しました。この研修会でも、講師のお話しやその後

に開かれた部ごと、事業ごとのミーティングを通じて、会

長・事業主査としての心構えや活動の基本・原点を確認で

きる有意義な学習をするとともに、休憩時間などにおける

声掛けや夕食会で交わされる語らいを通じて旧交を温め、

新しい友を得る豊かな交流の機会も得て頂けたと思いま

す。昨年１０月開催の次期役員研修会と同様、この次期会

長・主査研修会も、西日本区の年間行事のなかでのビッグ

イベントであり、クラブ役員や部役員などとしてぼちぼちク

ラブや部の運営の核心を構成していっているであろう若手

ワイズたちがＬＤ委員となってクラブ運営や部運営も兼ね

ながらお世話して下さっています。彼らの働きに大いに感

謝する次第です。 

３月２２日（日）、在日本韓国ＹＭＣＡで開催された日本ＹＭ

ＣＡ同盟主催の「ＹＭＣＡ地球市民育成プロジェクト２０１４ 

報告会・第５期生認証式」に出席しました。このプロジェクト

は、国境を越えて起きる課題に取り組める若者を育てるた

めの通算５年目となるＹＭＣＡ事業であって、グローバル時

代を迎える若者たちが、自分の中から分析力、対話力、行

動力を引き出してくる体験をさせるカリキュラム構成を採っ

ているとのこと。この「ＹＭＣＡ地球市民育成プロジェクト」で

は、テーマごとのワークショップやディスカッションがあるほ

か、それぞれのテーマに沿う活動を展開しているＮＧＯや

地域の取り組みに参加するフィールドワークなどもあり、こ

の参加により学んだこと、興味を持ったこと、自分のやりた

いと思ったことについてアクションプランを立て実行した

（実行する）ことを纏めて報告する機会も与えられます。第

９．ＹＭＣＡ報告（秋寄連絡主事） 

・４月２６日（日）オールＹＭＣＡデーは、１０時開会、１

２時閉会、１４時解散。 

・４月１９日（日）アースウイークくまもと２０１５賛同イ

ベント「江津湖たんけん隊」 

・１０周年記念誌配布 

10．みなみクラブ新パンフレットについて 

  新パンフレット（案）について協議がなされ、以下の加

筆・修正を行った。 

  ・国内支援→国内ＹＭＣＡ支援、国際支援→国際ＹＭＣ

Ａ支援、みなみワイズ→熊本みなみワイズ、 

   熊本市田迎→熊本市南区田迎 

以

上 

 

地域の取り組みに参加するフィールドワークなどもあ

り、この参加により学んだこと、興味を持ったこと、自分

のやりたいと思ったことについてアクションプランを立て

実行した（実行する）ことを纏めて報告する機会も与えら

れます。第５期となる今期の「ＹＭＣＡ地球市民育成プロ

ジェクト」には日本人ユースとアジア地域からのユース

が４２名参加しました。彼らの活動報告から、このプロジ

ェクトが、参加した若者たちに、自らの課題を捉え、その

課題解決のためにどのように行動するかを求め、このこ

とを通じて若者たちに広くて大きな視野を得させる有意

義なプログラムであることを知りました。このプロジェクト

には、東西日本区とも協賛しています。 

 

  

  

  



  

熊本みなみ YMCA通信 

卓話者プロフィール 

編集後記 

４月は学会シーズンなので、毎週土日で東京、京都に出張
し、疲れ気味です。そのため、ブリテン原稿を急がしてしまし
ました。おかげさまでいつもより早くブリテンを作成することが
でき、今回は余裕がありました。来年度もブリテン委員長の
内定が出ていますので、がんばっていこうと思います。 
追伸、本日の卓話者は大田黒浩一さんで、“浩一”繋がりで
す（笑）。              ブリテン委員長 木佐貫浩一 

連絡主事 秋寄光輝  

新しい年度がスタートしました。みなみ YMCAにもたくさん

のお友だちが入会され、ドキドキワクワクしながら、通ってい

らっしゃいます。今からの入会もまだまだ受付中です。成人

フィットネスでは 4月末までコミコミキャンペーンを行っており

ます。ぜひお知り合いにご紹介ください。 

 

4月 19日(日)  江津湖たんけん隊 

4月 22日(水)  アースウィーク ノーマイカーデイパレード 

4月 22日(水)  歌声広場わいわい 10:45～12:15 

4月 26日(日)  オールＹＭＣＡデイ 

5月  6日(水)  ヌーヌーさん帰国 

 

 

大田黒浩一さん 

熊本市出身、熊本県立済々黌高等学校、熊本商科大学

卒業。血液型は O 型、星座はやぎ座。通称「浩一ちゃ

ん」。 

学生時代にばってん荒川さんと出会い、その縁で熊本放

送（RKK）のオーディションを受けたところ優勝、以降 RKK

の番組を中心に、25年以上に渡り熊本を拠点にタレント

として活動している。デビューのきっかけとなったばってん

荒川さんとはいわゆる「師弟関係」となり、数々の番組で

共演し、ばってん荒川さんの葬儀では弔辞を読み上げ

た。 

（ラジオ）とんでるワイド 大田黒浩一のきょうも元気!（RKK 

月曜 - 金曜 9:00 - 12:00 （テレビ）週刊山崎くん（RKK 

木曜 19:00 - 19:54）に出演中。 

 

 

 

  

  

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B0%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%82%93%E8%8D%92%E5%B7%9D
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E6%94%BE%E9%80%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E6%94%BE%E9%80%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%AC%E5%84%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A8%E3%82%93%E3%81%A7%E3%82%8B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%89_%E5%A4%A7%E7%94%B0%E9%BB%92%E6%B5%A9%E4%B8%80%E3%81%AE%E3%81%8D%E3%82%87%E3%81%86%E3%82%82%E5%85%83%E6%B0%97!
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%B1%E5%88%8A%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E3%81%8F%E3%82%93

