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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”  

        ＜５月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ５月１９日（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場            ホテル日航熊本 

 

１． 開式               司会：池澤ワイズ 

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． ウエルネスタイム 

９． 食前感謝              木佐貫ワイズ 

１０．会員卓話       内村ワイズ、宮崎ワイズ 

１１．ミャンマー訪問報告         内村ワイズ 

１２．なごりはつきねど              全員 

１３．閉会点鐘                寺田会長 

＜５月の誕生日＞ 

杉野茂人ワイズ 藤元麻里子メネット 

        ＜５月の結婚記念日＞ 

中村邦雄ワイズ・勝子メネット 

岡成也ワイズ・陽子メネット 

 

 

（今月の聖句） 

 

秋寄光輝 

 

一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一

つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶので

す。 

コリントの信徒への手紙１  １２章 ２６節 

 

 新年度が始まり、様々な新しい場面や役割、環境が与

えられ日々の活動を行われていることと思います。その

ような中で、初めてのことに失敗やうまくいかないことも

出てくる時もあります。時には「前の方がよかった」と思わ

れてしまうこともあるのではないでしょうか。私たちはお互

いを批判し合うのではなく尊敬し合うことですべての部分

が喜ぶことを忘れずにお互いを尊ぶことを実践していき

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・秋寄光輝・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・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    秋寄光輝 
◇連絡会議担当 寺田・池澤・桑原・堀・中村 

＜４月ヨカバイ例会報告＞ 

在籍会員  ２１名 ビジター ０名 

出席会員  １６名 メネット  ２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  ７６．１％ 出席者合計 １８名 

 



会 長 通 信   

                           書記 秋寄光輝 
◇２０１５年５月１２日（火）／みなみＹＭＣＡ 

◇出欠 会長：寺田 副会長＆ドライバー：池澤 書記：村上 

会計：川口 ブリテン：木佐貫 Ｙサ・地域奉仕：内村 交流：

内田 監査：中村 桑原、杉野、藤元 連絡主事：秋寄  

１：４月大田黒浩一さん卓話の反省など 

・とてもよかった。 

・ビジターが少なくて申し訳なかった。 

・卓話者バンクがあるのか。連絡会議で提案があった。次回

の会議で確認。 

・各 Y からよかった卓話者のデータをもらって連絡会議でま

とめる。 

・資料としてまとめることはよい。 

・卓話者をお願いしていただいたワイズを備考に書いてお

く。 

・みなみワイズで作って各ワイズへ提案する。 

 

２：九州部チャリティ駅伝の報告 

 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） 
 
皆さん お元気ですか？青葉若葉の美しい季節になりまし

た。季節は、爽やかな季節ですが、急遽暑くなったりで、なか

なか適応するのが、大変な時期です。夏風邪など引かれま

せんように。５月は、母の日が、ありましたね。いくつになって

も、お母さんと呼びかける言葉は本当に暖かい感じがするの

は、私だけではないと、思います。 

五年前、私が、ちょっと元気がなかったとき、娘が、私の車の

助手席に、ドライフラワーの、花束と、一冊の詩集がおいて

ありました。その日は、日曜日だけど、私は勤務でした。何と

なく元気のない私を娘が気遣ってくれたのです。多分夜中に

こっそりおいてくれたのだと思います。その詩集を読んで涙

が、ぼろぼろ溢れました。私の、心をあたたかくしてくれた「母

親というものは」という詩を皆さんに紹介します。   

 

「母親というものは」 葉祥明作 

母親というものは無欲なものです 

我が子がどんなに偉くなるよりも 

どんなにお金持ちになるよりも 

毎日元気でいてけれることを 

心の底から願います 

どんなに高価な贈り物より 

我が子の優しい一言で 

十分すぎる程幸せになれる 

母親というものは 

実に本当に無欲なものです 

だから 

母親を泣かすのは 

この世で一番いけないことなのです 

５月第２例会報告 

 

・みなみワイズで作って各ワイズへ提案する。 

２：九州部チャリティ駅伝の報告 

・食べ物がよく売れた。 

・パインはよく売れた。リンゴジュースは今一。 

・走った後、リンゴジュースはちょっと・・・。 

・スポーツ関係が多かったので、お茶類も・・・。 

・パインアイスはすごく売れた。 

・気温や天気に左右される。 

・売値は妥当と思う。２００円は高いかも・・。 

・パインアイスの売り上げを入れて、支払いを出す作業を通

帳上行う。 

・ワイズの支援基金を申請したらどうか 

・パインアイスとリンゴジュース合わせて１２，３２０円の収益と

なった。 

３：ヌーヌーさん壮行会の件 

・みなみワイズから８名参加。終始楽しい雰囲気で、記念品

にはウクレレが贈呈された。 

４：日韓視覚障がい青少年交流プログラムの第１回実行委員

会参加の件 

・熊本みなみからは、池澤副会長が参加 

５：熊本連絡会議への参加者（２か月毎奇数月：第４火曜日１

９：００－） 

５月２６日（火）１９：００～／会場：中央ＹＭＣＡ 

  桑原ワイズ、池澤ワイズ、堀ワイズ、中村ワイズ、寺田が

参加予定 

６・熊本ＹＭＣＡ総会について参加可能な方は参加お願いしま

す。 

５月３１日日曜日 

第１部  礼拝  １５：００－１５：３０  

第２部  総会  １５：３０－１６：３０ 

第３部  交流会 １６：３０－１８：００ 

７．ドライバー委員会／池澤ドライバー委員長 

５月１９日火曜  会員卓話：大村ワイズと宮崎ワイズ依頼済

み ミャンマー訪問報告(内村ワイズ) 

・会員卓話について内村さん（はちどり）・宮崎さん 内村さん

（ミャンマー報告） 

・会員卓話なのでビジターがどうか 

・中島さんの入会式も６月 

・司会 池澤さん 

・食前感謝 木佐貫さん 

８：ファンド委員会 

・リンゴジュースは残り少なくなってきた。 

・入荷１６２箱で確定が１２８箱。注文者は購入をお願いした

い。 

・今後リンゴジュースに代わるファンド商品の開発を考えてい

きたい。 

９：みなみ YMCAより報告 

・５月３日―５日 第２０回西日本地区リーダー研修会報告 

・４月２９日  子どもスポーツ特別無料体験会 

・４月１８日―１９日 県陸上競技選手権 職員出場 

・５月１２日  介護予防事業スタート 

・４月２２日  アースウィーク関連報告 

・ネパール大地震緊急支援募金 

その他 

クラブ紹介パンフレット つやなし２１０００円（1000 部）で検討

する。 

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。 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

                             内村忠生 

今年も満開の桜が咲き乱れ、あちらこちらで花見の宴の

催しが収束し新年度に向かって世の中が動き出してきた

4 月 21 日。熊本人ならば知らない人はいない。あの太田

黒浩一さんを今井ｙｓの働きでお呼びすることが出来て、

今日の卓話を楽しみにしてメンバーがいつものホテル日

航熊本に集いました。 

寺田会長の挨拶では、いつもながら人の心を大事に考え

られている温かいお話しに続いて、今月のみなみクラブメ

ンバーのお誕生日を祝うハッピーバースデイタイムでは小

水流ｙｓが紹介され、寺田会長よりプレゼントが手渡されま

した。続いて今月の結婚記念日アニバーサリーでは、村

上ｙｓと今井ｙｓが登壇し、今井ｙｓへとメネットへ皆からの祝

福とともにプレゼントが手渡され、お礼のコメントを頂きま

した。さて村上ｙｓへはアニバーサリーのプレゼントと共

に、今回行われました、熊本市市議選での、みごと当選を

改めてクラブ全体で祝福させていただこうと花束が準備さ

れ、寺田会長と共にクラブメンバー全員でよろこびを共有

させていただきました。今回は加えて還暦のお祝いにと川

口ｙｓと今井ｙｓへのお祝いも準備されており、ハッピーバ

ースデイ・アニバーサリー・当選祝い・慣例祝いと嬉しいこ

とばかりが続く中、私たちみなみクラブとみなみＹＭＣＡを

つなぐ役割を荷ってこられた中島連絡主事と変わって新し

い連絡主事となられる秋寄連絡主事との引継ぎ式が行わ

れました。6 月にはみなみクラブの正式な入会によって、

晴れてメンバーとなられる中島連絡主事へは一年間の働

きに感謝し、寺田会長より花束が手渡され、全員からの

温かい拍手で感謝の気持ちを表すことが出来ました。 

本日の卓話者である太田黒浩一さんは今井ｙｓにご紹介

していただき、「笑顔がいちばん」というテーマでお話を頂

きました。学生時代の経験やばってん荒川さんとの出会、

奥様との出会い等、人生経験豊かなエピソードを面白お

かしくお話をしてくださり、全員がおなかを抱えて爆笑の渦

に包まれる時間を楽しく過ごさせていただきました。 

今回のお話は、本年度の「笑顔の輪を広げよう！」という

会長主題が以下に大切なことであるかを身をもって知るこ

とが出来た非常に有意義な機会であったことを、全員が

感じ、その後の懇親会でも笑い笑いで美味しいお酒がよ

り一層美味しく感じられた。4月例会でありました。 

４月ヨカバイ例会 

  

  

  

 

 

ハッピバースディ 

アニバーサリー 熊本市議当選お祝い 

還暦のお祝い 連絡主事交代式 

大田黒浩一さん卓話 

チャリティ駅伝大会報告 

懇親会記念撮影 

寺田会長挨拶 

九州部広報 桑原純一郎 

去る４月２６日は快晴の爽やかな天気でした。池澤ｙｓと

僕は７：００に集合、駐車場係を担当して車の誘導。 

９：００から寺田会長や藤元ｙｓ、川口ｙｓ、堀ｙｓ、中村ｙｓ、

秋寄ｙｓ、中島ｙｓ、それにヌーヌーちゃんと犬童さんが集

まり、バザーを担当しました。１０：００から体育館でオー

ルＹＭＣＡデイとチャリティ駅伝大会の開会式が始まりま

したが、駐車場から動けず参加できませんでし 



  

熊本みなみ YMCA通信 

ヌーヌーさん帰国壮行会 

編集後記 

ブリテン作成前の土日に学会出張などがなかったので、早目
に仕上げることができました。 
                   ブリテン委員長 木佐貫浩一 

連絡主事 秋寄光輝  

４月２５日にネパールで起きた大震災によって被害にあわれ

た方々のために６月末まで緊急募金を行っています。熊本

YMCAには１６名、全国の YMCA日本語学校では１２０名の

ネパールからの留学生が在席しています。彼らの家族や兄

弟、友達等で甚大な被害を受けている方もいるとのことで

す。このような方々のためにも皆様のご協力をよろしくお願

いいたします。 

 

5月 6日にミャンマーへ帰国するヌーヌーちゃんの門出を祝

って、支援に携わってきたＹＭＣＡ、運営委員会、ワイズメン

ズクラブの皆が５月２日に壮行会を開催いたしました。1年

間の支援に対する感謝の気持ちを、きれいな日本語で話せ

るようになったヌーヌーちゃんに対して、現在モガウンで孤

児院の開設にむけてリフォームが進む中に、今後も支援を

継続していくことやより良いつながりを果たしていくことへの

想いの言葉を送りました。この一年を振り返って、ホストファ

ミリーとして日本の父親として精一杯の働きをしてこられた

堤ｙｓを始め、姉妹のように付き添ってこられた桐原さんや

岡総主事たちより、この働きを与えてくれたヌーヌーちゃん

への心温まる感謝の言葉を贈ることが出来ました。今回の

記念品として皆で出し合い、送る言葉を寄せ書きしたウクレ

レを手に、練習の成果を見せてくれるヌーヌーの姿に、改め

て帰国後も大きな役割を果たしてくれるのであろうことを確

信させてくれるような、心のこもったウクレレの演奏を聞か

せてくれたことに私たちも心から感謝し壮行会が幕を閉じま

した。また、５月３日には杉野ワイズ研修所で“ＨＩＶ勉強会”

がありました。 

したが、駐車場から動けず参加できませんでした。１１：０

０からチャリティ駅伝大会です、藤元ｙｓ、桑原、池澤ｙｓ、

川口ｙｓ、寺田会長の順で走りました。わずか６００ｍほど

でしたが、日頃の運動不足を感じさせるには十分な距離

でした。スペシャルオリンピックスのアスリート達が参加し

ていましたが、車椅子で懸命に走る（？）姿には感動させ

られました。バザーでは、パインアイス１５０本が完売、リ

ンゴジュースは残念ながら４２本だけ、収益は合計で１２,

３２０円でした。来年はパインアイスを増やすといいでしょ

う。他のクラブや社会福祉団体など２１の出店がありまし

たが、やはり食物が良く売れていました。スピリットクラブ

のグリーンカレーはハーブが効いておいしくおかわりして

しまいました。チャリティ駅伝大会には、１９チームが参

加、そのうち半分はＳＯのチームでした。チャレンジサッカ

ー大会は、３月にも大会が行われたので２３チームと少な

くなりましたが、参加者総数は２０００名を超えていたよう

です。やはり主役は子供達でした。今年は主にワイズメン

ズクラブ九州部が中心になって開催しましたが、来年か

らは熊本ＹＭＣＡのビッグイベントのひとつとして開催され

るようになります。クラブ事業の重要なＹＭＣＡサービス活

動として全員で支援していきましょう。 

 

 

 

  

ファンド販売 

駅伝大会参加（藤元ワイズ＆寺田会長） 

  

  

ヌーヌーさん挨拶  贈呈ウクレレ演奏 

壮行会集合写真   勉強会後バーベキュー 

     集合写真 


