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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”  

        ＜６月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ６月１６日（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場            ホテル日航熊本 

 

１． 開式               司会：堀ワイズ 

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． ハッピバースデイ＆アニバーサリー 

７． 入会式 

８． 諸報告 

９． 食前感謝               内村ワイズ 

１０．会長報告 

１１．会長＆役員引継ぎ式 

１２．なごりはつきねど              全員 

１３．閉会点鐘                寺田会長 

＜６月の誕生日＞ 

秋寄連絡主事、 

堀メネット、永田メネット、今井メネット 

        ＜６月の結婚記念日＞ 

              なし 

 

 

（今月の聖句） 

 

中村邦雄 

「疲れた者、重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来

なさい。休ませてあげよう。」 

マタイによる福音書：第１１章２８節 

 

去る 6月 13日と 14日の両日に大阪で第 18回西日本区

大会が開催されました。この第 2 日の聖日礼拝で賛美し

た讃美歌 493番の一番の歌詞はこの聖句からとったもの

です。 

「人生には、どうしようもない苦難や八方塞がりを感じる

時があります。そんな時こそ、神に祈り、神に全てを委ね

ることによって必ず神はより良い道を示してくださる」と勧

めています。歌詞は「いつくしみ深い友なるイェスは」から

始まり、メロディーもきっと誰もが一度は耳にしたことのあ

るなじみ深いもので、キリスト教式の葬式では故人の愛

唱歌としてよく歌われる讃美歌の一つです。 

 

☆ 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・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 

＜５月例会報告＞ 

在籍会員  ２１名 ビジター ０名 

出席会員  １５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０名 

出席率  ７１．４％ 出席者合計 １５名 

 



会 長 通 信   

                           書記 中島修子 
◇２０１５年６月２日（火）／みなみＹＭＣＡ 

◇出席 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  桑原  藤本  杉野  中島                          

敬称略 

◇報 告 

１． ５月会員卓話報告 

・話しも上手で良かった。次年度は、前期に３分間～５

分間もしくは１０分間スピーチなどの会員卓話の実施

を検討してはどうか。 

２． 熊本連絡会議への参加報告 

・５月２６日（火）１９：００～会場中央ＹＭＣＡにて開催さ

れ、寺田会長、池澤ワイズ、桑原ワイズ、中村ワイ

ズ、堀ワイズ、秋寄連絡主事が出席。 

  ・ネパール支援金の協力依頼がなされ、みなみクラブも

ファンドより２万円の支援金を支出したい→承認。 

・２０１５―２０１６熊本連絡会議は、奇数月第２水曜日１

９：００～開催。 

・第１回７／８（水）・第４回１／１３（水）は、ＹＹ懇談会と

 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） 
 
まず皆様に１年間大変お世話になりました。１年間を振り返

りますと、大変に思えたことも 

皆さんのお力添えでどうにか歯車が回ったように思います。

大変というより、楽しかったことが多く思い出されます。役割

分担で見えてきたことも沢山あります。役割分担することで、

みなみワイズの一員としての自覚も生まれるものだとつくづ

く感じています。やっと何となくわかりかけたころ、池澤ワイズ

にバトンタッチになります。池澤ワイズはドライバー委員長と

してとても細やかに会の流れを進めていただきました。会長

をさせていただいたことで、ワイズのみなさんとも沢山語り合

う時間が持てました。みなさんの暖かな雰囲気がよくて、楽し

くて、第１例会第例会ともに滞りなく出席しました。２次会も本

音の語り合いが楽しくて皆勤賞でした。笑顔の輪をひろげよ

うがテーマでしたが、私自身がいつも楽しんで笑って会長の

役割分担をしてましたから、きっと笑顔の輪は、少しずつでも

拡がっているのではないかと思います。 

仲間を増やすための、卓話も皆さんの協力のもと、たくさん

企画しました。残念ながら目標とした３名増員にはなりませ

んでしたが、これからも会長の任期がおわってからが、もっと

もっと縁の下の力持ちになって、ワイズ魂を皆さんに伝えて

いきたいものです。本当に本当に楽しい１年でした。私を楽し

く持ち上げてくださり応援してくださった皆さんに感謝です。 

他のワイズのみなさんも皆優しい方ばかりで、どのクラブを

訪問してもとても暖かな気分になりました。私もワイズの仲

間になれてことを感謝して、ますます成長していきたいと思

います。 

６月第２例会報告 

 

・２０１５―２０１６熊本連絡会議は、奇数月第２水曜日１

９：００～開催。 

・第１回７／８（水）・第４回１／１３（水）は、ＹＹ懇談会と

の共同開催。 

・第２回９／９（水）、第３回１１／１１（水）、第５回３／９

（水）、第６回５／１１（水）開催予定。 

３． 熊本ＹＭＣＡ定期総会報告 

・５月２６日（火）１９：００～会場中央ＹＭＣＡにて開催さ

れ、寺田会長が出席。 

４． ドライバー委員会（池澤ドライバー委員長） 

・６月１６日（火）第１例会：会長年間報告、引継式（会長・

副会長・書記・会計）、中島修子前連絡主事の入会

式。（司会：堀ワイズ、食前感謝：内村ワイズ）諸報告

については短めに行う。 

  ・行方不明になっているバナーの袋をホテルに確認する。 

・ＥＭＣ主査の宮崎ワイズへ案内を行う。また入会式バ

ージョンのＢＧＭの確認を行う。 

・７月第１例会キックオフ例会の会場みなみクラブは、ホ

テル日航にて開催。 

・８月第１例会８/１８（火）ビアパーティ参加費は、３，５０

０円程度とし、会場探しなどを行う。 

５． ファンド（リンゴジュース販売）について 

・受け取り、支払が未だの方は、早めにお願いしたい。 

６． ＹＭＣＡ報告 

・８/４～７の日韓視覚障がい青少年交流プログラムの参

加申し込みの案内を行った。※詳しくはメールにて案内

済み。 

７． その他 

・６/９（土）西日本大会準備会（※２０１７年熊本開催予

定の西日本大会実行委員会の為の）への出席につい

て、今井ワイズ、内田ワイズ、桑原ワイズが出席。ま

た、西日本大会の実行委員は内村ワイズに担ってい

ただく。 

・７/５（日）九州部評議会（会場：ホテル日航）について、

会長・副会長・桑原ワイズが参加。 

午後５時からの懇親会（次期のキックオフ例会 参加

費７千円）の参加案内を池澤ワイズよりメールにて参

加者を募る。 

・次期の活動方針・計画について、池澤ワイズより資料

に基づき説明がなされた。 

・西日本大会の出席の際の岩国みなみと芦屋との交流

はテーブルでの交流程度となる事からお土産を持参

する。 

・例会は、定時時間に開始できるように、開始１０分前に

は着座できるようにしましょう。 

・みなみクラブのリーフレット完成。次回の例会にて配布

する。 

・引継については、７月の第２例会の開始前（７時～７時

２０分）に行う。 

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 

・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ＹＭＣＡ



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

                             池澤 誠 

５月例会は寺田会長の母の日について印象深いご挨拶

で始まり、ひさしぶりに岡ワイズのウェルネスタイムも行わ

れました。食事の後は内村ワイズ、宮崎ワイズにそれぞ

れの現在のお仕事の内容などについて卓話をしていただ

きました。 

内村ワイズはまさに立ち上げ中の新事業「夢ネット“はち

どり”」についてお話しいただきました。みなみクラブをはじ

め、何人もワイズ関係者が関与している事業ですが、高

齢者支援の新しい形を提示されました。 

久しぶりにご参加いただいた宮崎ワイズからはご自分の

本業から派生した、「ココロ・メンバーズクラブ」というあた

らしいライフサポートシステムのご紹介など様々なお話を

されました。メンバー一同、宮崎ワイズの元気なお顔を見

て、大喜びだったと思います。 

卓話の後にわずかな時間を使って、内村ワイズからミャン

マーモガウン訪問の報告がありました。今まさに変わりつ

つある当地の現状など簡略にお話しいただきました。 

盛りだくさんの内容で少し時間が不足しましたが、その分

２次会も盛り上がったようです。 

５月例会 

司会池澤ワイズ 寺田会長挨拶 

次回の例会にて配布する。 

・引継については、７月の第２例会の開始前（７時～

７時２０分）に行う。 

 

  

西日本区理事通信 

                             松本武彦 

主題 ： 「響き合い、ともに歩む」 

       “Walk Together, Echoing Each Other” 

今期は、ファンド事業を交流事業に合体させるとともに、広

報事業を継続性のある委員会制度とした「５事業１委員会

制度」に基づき事業活動を進めてゆくスタートの年でありま

した。交流事業とファンド事業を合体した国際・交流事業に

ついては、これまでの２つの事業活動を生かしながら活動を

展開してゆけることが確認できました。ただ、「国際」なる名

称をもつことで、国際にからむ諸事項への対応については

今後、組織的対応を含めて考慮してゆくことが必要かと感じ

ています。 

理事通信３月号でお知らせしました国際新事業「STEP For 

All」はTOF 事業の支援・理解を意図しての事業であること

から、今後はTOF 事業を管轄する地域奉仕・環境事業部

門が担当することになりました。 

会員増強に向けて立ち上げられた西日本区２０００推進チ

ームは、実質８年間に及ぶ働きを各部ごとの会員増強組織

に委ねるため、今期をもってその活動を閉じます。これまで

お働き下さったチームのみなさまのお働きに感謝します。 

理事ＧＯＡＬを目標とする献金は、東日本大震災被災支援

に向けての献金の額が少し低いほかはほぼ例年並みであ

りました。現在、ＹＭＣＡ東山荘１００年募金とネパール大地

震被災支援募金にかかわるＹＭＣＡからの呼び掛けにお応

え下さるよう、西日本区のみなさまにお願いしています。 

今期の事業活動におけるトピックスとして、①各クラブから

提出して頂いたＹサ事業報告からクラブのみなさまがＹＭＣ

Ａサポートを大いに楽しんでいることが確認できたこと、②

各クラブで実践する地域奉仕活動を他クラブも応援し共有

するために部単位で各クラブの活動状況を報告する場 

を設けてクラブ相互の情報共有を図るようにしたこと、③今

期から始まる部ごとの会員増強推進チームの動きについて

みれば、初年度ということもあってか、活動されている部と

思うような活動ができていない部とがあること、④台湾区と

東日本区にそれぞれ所属するクラブ同士のＩＢＣ締結で 

はあるが、この締結実現のために西日本区に所属するクラ

ブの働きが大きく貢献したこと、⑤メネット事業について多く

のメンにもご理解頂きメネットとともにお支え頂いたこの１年

ではありましたが、活動下さるメネットの数の減少と高齢化

などの実態を考えると、メネット事業のあり方について考え

るべき時期がきているのではないかと思われること、などが

挙げられます。 

日本ワイズメンズ運動発祥の地、「大阪」で、いま、ワイズメ

ン・メネットが交わり、響き合い、楽しむことで、こころを新た

にしてワイズメンズ運動を展開するきっかけを作りたい、と

いうのが今回の第１８回西日本区大会開催への私の思いで

あります。みなさま、大阪ベイエリアで“交・響・楽”を奏で、

私たちの力をワイズメンズ運動の明日につなげましょう。 

ともあれ、みなさまからのこの一年間の温かなご支援・ご協

力にこころから御礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

アニバーサリー 

 

岡ワイズによるウェルネスタイム 



  

熊本みなみ YMCA通信 

ヌーヌーさんからの写真 

編集後記 

今回はワイズメンズクラブの行事が少なく、６月１３日～１４日

で西日本区大会はありましたが、大会報告をお願いする時間

がなかったため(僕は西日本区大会には参加できず、東京で

の医療セミナーに参加していたため、自身での報告もでき

ず)、スペースが余ったため、今年度１年間の僕自身の報告

をしていきます。 

 昨年６月まで１年間は熊本みなみクラブ１２代会長としてや

りきる程ワイズメンズの活動をしたため、自分のクリニックの

仕事を少しないがしろにしていたこともあり、今年度は事務例

会、本例会の二つには可能な限り参加していましたが、僕が

やりたい予防医療的な抗加齢医学のセミナー、講習会などと

ワイズメンズの活動が重なる時は“ご無礼”とは思いながらも

セミナー、講習会参加を優先させていました。月に１～２回は

東京や大阪、福岡に参加のため行っていました(４月は学会

もあったため、毎週土日は出張していました)。そのため、ほと

んどワイズメンズの活動をしていない感覚がありますし、ま

た、クリニックでの“朝活”のため朝早く自宅を出るため、夜も

早ければ２３時前後には眠ることをしていたため、例会の後

の二次会などにもほとんど参加することができない状態でし

た。 そして、ブリテン委員長としてのブリテン作成も、今まで

にないブリテンにしようと意気込んでいましたが、現実はとて

も厳しく、全く思うように作成できず、例会の前の日曜がなくな

るほどかなりの時間がかかっていました。今でも機械的に“た

だブリテンを作成する”だけのような気がしています。しかし、

次年度もブリテン委員長に任命されましたので、形式は変え

ることができなくても、“内容の充実”をしていきたいと思って

います。 

最後に、最近読んだ“覚悟力”からです。「“覚悟”とは“迷

いから目覚めて、真理を悟ること”なのです。“不安だから迷

う”のではなく、“迷ったままだから不安が消えない”のです。

迷いから脱するためには、“素直になること”これは“とらわれ

ない”ということです（例えば自分の都合、欲、プライドなどに

とらわれないこと）。また、“覚悟を決める”とは“受け入れる”

ということ、受け入れることは “信じる”ということです。受け

入れたら“生き方を決めること”が必要です。その生き方に従

って力強く生きようとする時に“迷い”は姿を消していくので

す」。“覚悟”を決めて生きること、これが、迷いから抜け出す

方法だということです。      ブリテン委員長 木佐貫浩一 

連絡主事 秋寄光輝  

６月に入りＹＭＣＡでは夏休みの子どもプログラムの受付が

始まりました。水泳、体操、サッカー、キャンプなどたくさんの

プログラムを準備しています。皆様のお知り合いにもぜひご

紹介ください。 

 

６月 ６日（土）夏プログラム在席生優先 Web受付開始 

６月１３日（土）夏プログラム一般 Web受付開始 

６月２２日（月）ぶどうの木幼児園年中・年長クラス 南警察

署訪問（花の日プロ） 

６月２４日（水）歌声広場わいわい 

７月 ２日（木）サザンフェスタ第１回実行委員会 

帰国したヌーヌーさんから改修した孤児院の写真が送ら

れてきました。 

内村ワイズ卓話 

ウェルネスタイム風景 

 宮崎ワイズ卓話 

 

 

 

 

 


