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□国際会長標語    ： 「信念のあるミッション（使命・目標）」 “Mission with Faith” 

□アジア会長標語   ： 「愛をもって奉仕をしよう」  “Through Love, Serve”  

□西日本区会長標語 ： 「あなたならできる！きっとできる」 “You can do it!  Yes, you can!” 

□九州部長標語    ： 「九州から輝くワイズダム」 
☆熊本みなみクラブ会長標語： 「つなげよう、人と人、過去と未来」 

“Let everyone link together, person to person, past to the future”  

        ＜７月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ７月２１日（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場            ホテル日航熊本 

 

１． 開式               司会：桑原ワイズ 

２． 開会宣言と点鐘            池澤会長 

３． ワイズソング（いざたて）          全員 

４． 会長挨拶                池澤会長                     

５． ビジター紹介 

６． ハッピバースデイ＆アニバーサリー 

７． 活動報告・諸報告 

８． 食前感謝               寺田ワイズ 

９． モガウン養護施設開所式報告  

                    堤熊本クラブ会長 

１０．ミャンマー支援金贈呈式    寺田直前会長 

１１．会長所信表明             池澤会長  

１２．役員・委員長紹介 

１３．なごりはつきねど              全員 

１４．閉会点鐘                池澤会長 

＜７月の誕生日＞ 

村上ワイズ 堀ワイズ 

        ＜７月の結婚記念日＞ 

       内田英喜ワイズ・あずみメネット 

 

 

（今月の聖句） 

岡成也 

あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。 

（ヨハネによる福音書 8章 32節） 

 

 いのちの尊さ、大切さが軽んじられる、いじめや自殺な

ど、子供たちの悲しい連鎖が報道され、心が痛む出来事が

続きます。また、私たちの暮らす地域社会で強い言葉、口調

で人から責められると反論できずに、心が傷つき、特定の人

を恐れ、トラウマ（心の傷）になり、その人に会うと心が閉じ

て、不安定な精神状況になり社会生活に困難を覚える人が

おられます。ありのままの自分で、素直に、誠実に生きるた

めには、多様な価値観と共生することの大切さをあらためて

感じます。 

自分を飾らず、守らず、ありのままで、相手にぶつかって

いく勇気、相手を恐れないで、受容することができると思い

ます。ありのままの私たちを受け入れてくださる、全てを愛し

てくださる神様にゆだねて歩みたいものです。 

 

☆ 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,   

    ２０１５年度みなみクラブ役員委員一覧 
◇会    長  池澤誠 
◇副 会 長   今井政文・内田英喜 
◇書    記  堀隆之・秋寄光輝・中島修子 
◇会    計  中村邦雄・川口圭子・小水流雅代 
◇直前会長   寺田節子 
◇ドライバー   今井政文・内田英喜・麻生伸一ほか 
◇ブリテン広報 木佐貫浩一・後藤慶次・内村忠生 
◇ファンド     藤元俊輔・杉野茂人・宮崎靖大ほか 
◇Ｅ Ｍ Ｃ    大村浩士・内田英喜・村上博 
◇地域奉仕    内村忠生・杉野茂人・岡成也 
Ｙサービス  

◇交   流    桑原純一郎･寺田節子・堀隆之 
◇ウエルネス   後藤慶次・岡成也･永田雅三 
◇監   査     村上博  
◇メネット会長  池澤理恵 
◇連絡主事    秋寄光輝 
◇連絡会議担当 池澤・今井・内田・中村・桑原 

＜６月例会報告＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター ２名 

出席会員  １８名 メネット  １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  ８１．８％ 出席者合計 ２１名 

 



会 長 通 信   

                           書記 堀 隆之 
◇２０１５年７月７日（火）/みなみＹＭＣＡ１９時３０分～２１時 

◇出席者 池澤会長 直前会長：寺田 書記：堀 会計：中

村 ブリテン：木佐貫 ＥＭＣ：大村 Ｙサ・地域奉仕：内村 

交流：桑原  連絡主事：秋寄 杉野 中島 川口ワイズ   

以上１２名   

 

１． ６月報告例会の反省： 

※スライドはなかったが、プリントを配っての方法も良か

った。 

２． 前期半年報の提出： 

会員数２２名 退会者：３月緒方 入会者：６月中島 

３．熊本連絡会議への参加者確認 

７月８日（水）１９：００～／会場：東部ＹＭＣＡ 

  桑原ワイズ、今井ワイズ、内田ワイズ、中村ワイズ、池澤

が参加 

※これから、第二木曜日に決定。（みなみの運営委員会と

日時が同じになる・・・） 

 

４．九州部第１回評議会＆ＥＭＣシンポジウム参加者 

７月５日（日）１０時３０分～１６時００分／会場：ＹＭＣＡ 

 第 1４代会長 池澤誠 
「つなげよう、人と人、過去と未来」 
（Let everyone link together,  
Person to person, past to the future） 
 
 ２０１５-１６年度熊本みなみワイズメンズクラブの会長を務

めさせていただくことになりました池澤 誠と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 いま、熊本みなみクラブはとても自分にとって居心地の良

いクラブになっていると思っています。これは、これまでの１３

人の歴代会長が努力して築き上げてこられたからであり、私

の知らない色々な困難を乗り越えてきた結果として、たいへ

ん居心地の良い、気持ちのいいクラブとなっているのだろう

と思います。 

いっぽうで、私はどちらかというとのんびりして、なかなか

気が利かない方だと自分で思っています。メンバーの方々

は、前期、前々期のドライバー委員長時代のことを見られる

といろいろと抜けていることが多いことをご存知かと思いま

す。新会長があいつで大丈夫かと思っている方もおられるか

もしれません。会長になったからにはできるところはしっかり

とやっていきたいとは思っています。 

しかし、気がつけば会長にはいろいろな役員、委員長が付

いています。ドライバー委員長時代も各会長、ドライバー委

員をはじめ皆さんにサポートしてもらいました。これからも役

員やメンバーの方々の力をお借りしながら、皆様とともに歩

んでいきたいと思います。 

このクラブがこれからもこのまま大変気持ちのいいクラブ

であるように努力していきたいと思っています。どうぞみなさ

ま、よろしくお願いいたします。 

 

７月第２例会報告 

 

４．九州部第１回評議会＆ＥＭＣシンポジウム参加者 

７月５日（日）１０時３０分～１６時００分／会場：ＹＭＣＡ ジ

ェーンズホール 

桑原ワイズ、寺田ワイズ、今井ワイズ、大村ワイズ、木佐

貫ワイズ、池澤が参加 

懇親会：１７時～１９時／会場：ホテル日航熊本（会費７００

０円）  

桑原ワイズ、寺田ワイズ、今井ワイズ、木佐貫ワイズ、杉

野ワイズ、内村ワイズ、池澤が参加 

※毎月ＥＭＣの集計をする。 

※ひがしワイズではメンバーにいない職業の人にアプローチ

していく。ワイズパルを利用して他クラブとの情報の共有化

を計る。 

※活動報告をコマメにやって欲しい。 

※上納金が「ゼロ」のクラブがある。改善してほしい。 

※今までに３名以上入れた人を表彰。来年の３月までに提

出。 

５．みなみＹＭＣＡ清掃活動について 

日時：８月３０日（日）７時００分～８時００分？／みなみＹＭ

ＣＡ（再度メールにて依頼します） 

参加者：不明  ※後日検討。  

６．サザンフェスタについて（サザンフェスタ実行委員会：：７月

２日、８月５日、２８日、９月３日）                

日時：９月６日（日）／みなみＹＭＣＡ 

販売：①ホットサンド ②やきとり ③ビール ④たこ焼き 

⑤パインアイス 

参加者：不明。 

※実行委員会で決めていきますが、④たこ焼き、については

レンタルの金額次第。 

７． ドライバー委員会／今井ドライバー委員長 

①８月１８日火曜ビアパーティについて（２００パーセント例

会）：びすとろルポ（内田ｙｓのお店の近く） 会費：３０００円   

※場所はシャワー通り。予約済み。４０～５０名ＯＫ。飲み放

題。 

②９月 ＥＭＣ例会  大村ＥＭＣ委員長に依頼済み 

※町田ＥＭＣ主査と九州部長にも来て頂く。 

③ １０月以降の卓話者 

④ 12 月クリスマス例会の企画（200パーセント例会） 

８．ブリテン＆広報委員会： 

①欠席者への送付、西日本区理事主任・九州部部長・会長・

主査への送付（計２５部） 

※欠席者（４～５名）＋理事（１名）＋主任（５名）＋部長（１名）

＋会長・主査（１９名）≒３０部位を用意 

９・ファンド委員会 

じゃがいも・南瓜の注文数の検討 

新ファンド商品の検討  ※今後いろいろ検討ｅｘ）海苔な

ど・・・ 

１０・ＥＭＣ委員会 

９月ＥＭＣ例会の企画※検討中 

１１．Ｙサ・地域奉仕委員会 

①サザンフェスタへの取り組み 

②モガウンＹＭＣＡ支援活動のための、テーブル募金の継続

（目標１０万円） 

※７月の例会の中で「贈呈式」をする。 

※一般会計から１０万円。テーブル募金から１０万円、合計２

０万円を贈呈。 

※今後、テーブル募金が１０万円を超えたら、超えた

分を「モガウンＹＭＣＡ」の運営資金に回す。 

 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

６月例会は第１３代寺田会長の報告＆引き継ぎ例会でし

た。ビジターとして亀浦九州部長と宮崎 EMC 主査が参加

されました。また、寺田会長のご主人も参加されました。

そして、この日はどうしても寺田会長期に入会をしたいと

いうたっての希望で、中島修子元連絡主事が入会されま

した。女性メンが仕事や結婚のため退会し、減ってきてい

たのでとても嬉しいことでした。寺田会長の報告は、スライ

ドではなく、お手製の写真入りの資料を使ってのものでし

た。寺田会長も報告が終わり、閉会点鐘の時にはホッとし

ていたような気がします。少しの寂しさとかなりの達成感

があったと思います。この日の司会は堀ワイズでしたが、

進行がとてもスムーズでかなり早めに例会が終了しまし

たので、二次会も沢山で盛り上がることができました。三

次会もありました。 

寺田会長、１年間お疲れ様でした！！ 

６月会長報告＆引き継ぎ例会 

西日本区大会 

※一般会計から１０万円。テーブル募金から１０万円、合計

２０万円を贈呈。 

※今後、テーブル募金が１０万円を超えたら、超えた分を

「モガウンＹＭＣＡ」の運営資金に回す。 

③“みるく”への古タオル収集の呼びかけ 

※古新聞、チラシ、カタログなどをみなみＹＭＣＡで回収して

活動費に充てるとのこと。 

１１・交流委員会 

① 他クラブ訪問への参加と評議会部会への参加の推進 

②岩国みなみとの交流［１０月第１土曜日曜位（検討中）で

岩国訪問］ 

※１０月３日 4日山口萩市での交流を計画中。 

１２・ウエルネス委員会 

① ハイキング企画や、小旅行企画（丸山ハイランドなど） 

② ボーリング大会などの企画 

③例会時のウエルネスタイムの企画 

１３・７月のキックオフ例会について・今井ドライバー委員長 

ゲスト ビジターの確認 

ビジター：未定 

※堤ワイズが参加予定。 

※大村 EMC委員長より 

ビジターを大切にしよう！との考えで、今回からコミュニケ

ーションタイム（３～５分）を復活。 

報告の時間を減らしてもコミュニケーションタイムを増やし

たほうがよい、とのこと。 

協議事項 

第12期会計報告と台13期予算案について（会計：川口ワイ

ズ  ファンド後藤ワイズ） 

① 一般会計決算報告書：川口ワイズ 

②ファンド会計報告：後藤ワイズ  

③第 12期の予算案：池澤 

 

６月１３日～１４日に大阪で西日本区大会が開催されまし

た。DBC を結んでいる芦屋クラブと岩国みなみクラブとの

交流をしてきました。バナーセレモニーでは寺田会長がど

うどうと行進されました。 

 

  

 

岩国みなみクラブと 芦屋クラブと 

 

  

  

 

 
二次会 

三次会 

入会式 

引継ぎ式 



 

熊本みなみ YMCA通信 

寺田会長お疲れ様会 

編集後記 

今年度も宜しくお願い致します。 

                  ブリテン委員長 木佐貫浩一 

連絡主事 秋寄光輝  

いよいよ子どもたちは夏休みに入り、ＹＭＣＡでもいつも以上

にたくさんのプログラムが実施されます。安全で楽しく、一生

の思い出に残る夏を提供できたらと思います。 

7月 19日(日)-20日（月） サザンキャンプ  

7月 23日(木) 夏休み短期スポーツスクール・キャンプ開始 

8月 7日(金) みなみＹＭＣＡ安全の日祈祷会 

8月 8日(土) 第 2回サザンフェスタ実行委員会 

8月 12日(水) リーダー感謝会 

8月 12日(水)-15日(土) 夏期閉館 

６月２８日（日）に寺田会長のお疲れ様会が街中の"岡田

屋"でありました。熊本みなみクラブから初めての女性会

長でした。 女性らしいというか母親的な感じ、あるメンバ

ーが言ってましたが、"肝っ玉かあーさん"的な雰囲気で

会長職をされました。メンバー一人ひとりからの寺田会長

に対するコメントでも、たくさん褒める言葉が出て、本人

は照れくさそうにしていました。二次会はカラオケバー

“COZEY”に行きましたが、日曜日であったため貸し切り

状態となり、皆んなで盛り上がって歌いました。 

とても楽しい"寺田会長お疲れ様会"でした。 

九州部評議会＆懇親会 

流

交流委員長 桑原純一郎 

去る７月５日、中央ＹＭＣＡで２０１５年度の第１回評

議会が開催されました。今期は阿蘇クラブの五嶋ワイ

ズが部長を務めます。彼は阿蘇市の市議会議員です

が赤牛を飼育する酪農家でもあります。とても楽しい豪

快な人で、アメリカで赤牛を飼育するためよく渡米され

るし、アメリカから客人がくるとＹＭＣＡキャンプ場で接待

しています。英語は得意ではないのに物怖じせず酒を

飲み交わす態度はすばらしいです。 

熊本県知事の蒲島氏とも友人で、１０月の九州部部会

に招待できるかも・・と期待しています。そんな五嶋部長

の目標は近未来に阿蘇で国際大会を開催することで

す。数年がかりの事業になるでしょうが、阿蘇から九州

部を輝かせたいと意欲満々です。 

 評議会では池澤会長がみなみクラブの方針と計画を

発表され、私が国際・交流事業主査としての方針と計画

を発表しました。その後のＥＭＣシンポジウムでは、西

日本区ＥＭＣ事業主任の小野ｙｓと町田由美子ＥＭＣ主

査が、新入会員のフォローや退会者の動機なども考え

てみる細やかさが必要ではないかと提案されていまし

た。又、阿蘇クラブの藤本義隆ｙｓ（九州部書記）がＰＰを

使って報告書や申請書の徹底を訴えました。昨年、彼

がＹサ主任をやったとき、九州部からの活動報告はたっ

た３件しかでなかったことを踏まえての提案です。今期

の活動報告はすべて九州部に提出してもらい、部から

西日本区へ提出するという方針で、とても良いことだと

思います。私も交流主査として協力していきます。１０月

１７日の九州部部会は阿蘇プラザホテルで開催され、

赤牛の丸焼きが食べられますよ、みんなで参加しましょ

う！ 

 評議会の後の懇親会はホテル日航に移動して行われ

ました。阿蘇クラブの新会員の大木麻里子さんの入会

式などが行われ、評議会としては立派な懇親会でした。 

また、８日には東部ＹＭＣＡで第１回連絡会議が開催

され、前回の議事録と会計報告も承認されて、議長職

を岩本守弘ｙｓ（ヤングクラブ）に引き継ぎました。堀ｙｓと

中村ｙｓには１年間ご協力いただきありがとうございまし

た。感謝 

 

池澤会長初第２例会 

７月７日（火）に池澤会長の初第２例会がありました。沢

山の議題と会計報告があり、少し時間を延長しましたが、

スムーズ進行されました。二次会もありました。 

 

 

  

 

 

 


