
 

 

 

 

 

 

 

2015 

□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”  

        ＜１０月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 １０月２０日（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場            ホテル日航熊本 

 

１．開式            司会： 今井ワイズ 

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．ゲスト＆ビジター紹介 

６．ハッピーバースデイ＆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．卓話       前熊本市長  幸山政史氏 

１０．なごりはつきねど             全員 

1１．閉会点鐘               池澤会長 

          ＜１０月の誕生日＞ 

           中村勝子メネット 

           秋寄敬子メネット 

        ＜１０月の結婚記念日＞ 

        杉野茂人ワイズ・美江メネット 

川口圭子ワイズ・照男メネット 

池澤誠ワイズ・理恵メネット 

秋寄光輝ワイズ・敬子メネット 

（今月の聖句） 

中村邦雄 

「平和を実現する人々は、幸いである、その人たちは神の

子と呼ばれる。」          

マタイによる福音書第５章９節 

 

聖書に接したことがある人にはなじみ深いイエスによる山

上の説教の一節です。 

最近、沖縄戦の語り部の手記を読みました。第二次世界大

戦の末期、沖縄が戦場になった時に、日本軍の軍人によっ

て家族全員が壕から追い出されて戦火をさまよい、背中に

背負った１歳の妹も息絶え、自分も気を失っているうちにた

だ一人米軍の衛生兵に助けられた方です。当時沖縄戦を報

道したアメリカの従軍記者はこう言っています。「ここ沖縄で

は、米軍は生きるために戦い、日本は死ぬために戦ってい

る」と。戦争の実像が風化して、その理不尽さが忘れ去られ

ようとしている昨今、平和実現のために、私たちにもできる

何かがあるはずだと思います。 

 

☆ 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,   

    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 
◇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・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・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・中村・桑原 

＜９月ＥＭＣ例会報告＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター ２名 

出席会員  １２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  ５４．５％ 出席者合計 １４名 

 



会 長 通 信   

                           書記 堀 隆之 
◇2015年 10月 6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 川口 中島ワイズ   

以上１３名   

 

１． ９月ＥＭＣ例会の反省： 

※数字で表記されていたので、分かりやすかった。 

内容については大村ＥＭＣ委員長がまとめて資料にして

配る、との事。 

 

２・サザンフェスタについて 

日時：９月６日（日）みなみＹＭＣＡ 

販売：パインアイス、生ビール、カレー 

参加者：池澤会長、今井ｙｓ、杉野ｙｓ、寺田ｙｓ、川口ｙｓ、

桑原ｙｓ、内村ｙｓ、堀ｙｓ、藤元ｙｓ、犬童さん、（お友達） 

第一例会で報告済 

あとの祭り ９月１３日（日） 参加者：杉野ｙｓ、内村ｙｓ、池

澤 

 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） 
 

 日中の日差しもやわらかくなり、朝夕は冷え込むように

なってきました。皆様いかがお過ごしでしょうか。 

先月の会長通信ではこれからＹＭＣＡ会員スポーツ大会、

岩国みなみクラブとのＤＢＣ交流会、九州部会、ジャガイモ荷

卸しからのファンド事業の始まりとワイズ、ＹＭＣＡ関連の期

カウが目白押しですと書いています。このうちこの原稿を書

いている時点では九州部会はまだですが、この一か月いろ

いろな行事に参加してきました。 

岩国みなみクラブとの山口県萩市での交流会にははるば

る「もりおかクラブ」の方々が参加されており（準備に尽力さ

れた高瀬元理事が急病で欠席されたのはとても残念でした

が）、大変な盛り上がりになりました。地方を超えたいろいろ

なワイズのつながりなども感じました。そして、九州部会、来

年度には西日本区大会が熊本で開かれます。他クラブ、他

地域のクラブとの交流もますます盛んに行われるかと思いま

す。 

一方で、他クラブ、他地方との交流が盛んになればなるほ

ど、振り返って自分たちのクラブは、熊本はどうなのかと考え

られずにはいられません。そんな中、今月は今井ドライバー

委員長のご紹介で、幸山政史前熊本市長に卓話をしていた

だけることになりました。以前に当クラブでも卓話者としてお

招きしていますが、私を含め、当時未入会でお話をお聞きし

ていないメンバーも多数います。また、幸山様も大きく立場

が変わられておられます。新たな立場から、あらためて私た

ちが生活するこの熊本のことを、お話いただけるのではない

かと期待しております。 

 

９月第２例会報告 

あとの祭り ９月１３日（日） 参加者：杉野ｙｓ、内村ｙｓ、 

池澤会長 

３．熊本地区合同メネット例会 

９月７日(月) 午後 7時～午後 9時 熊本テルサ 

参加者 寺田ｙｓ、内村ｙｓ、池澤会長 

メネット事業わかめ販売について 

要冷蔵 賞味期限１０月２９日 

※「わかめ」はメンバーで買える人は本日みなみＹＭＣＡで

買って帰る事。 

４．熊本連絡会議 

９月９日（水） 午後７時～ 東部ＹＭＣＡ 

参加者：桑原ｙｓ、今井ｙｓ、池澤会長、 

スペシャルオリンピックス日本熊本地区大会 開会式９月

２７日（日） 

ＳＯデー「アスリートとともに楽しもうＳＯチャリティ運動会」 

日時：１１月２２日（日）９：００～１４：００ 

場所：水前寺競技場 小雨決行 

競技：かけっこ、車いす競争、玉入れ、フライングディス

ク、フォークダンスなど 

参加者 ５名/クラブ １０月９日までに熊本連絡会議議長

に報告 

参加賞 ジャガイモなど提供？ 

日本国際ギデオン協会（支部長：熊本クラブ堤さん）より熊

本のＹｓ全員に聖書の無料提供 

  ※手伝いの人数を各クラブ５名ずつくらい出して欲しい、

熊本全体で５０名位集めたい。 

  ※１０月９日（金）までに返事を出す予定だが、まだ時間

が有るのでメンバーに周知したい。 

５． 会員スポーツ大会防災ワイリンピック 

９月２７日 中央ＹＭＣＡ 

参加者：内村ｙｓ、杉野ｙｓ、桑原ｙｓ、池澤会長 

 ※来年するかどうか未定。 

６．岩国みなみとのＤＢＣ交流会 （もりおかクラブとも） 

日 時 １０月３日（土）～４日（日） 

参加者（車）桑原ｙｓ、寺田ｙｓ、内村ｙｓ、堀ｙｓ （新幹線）木

佐貫ｙｓ、杉野ｙｓ、中村ｙｓ、今井ｙｓ、池澤会長/９名 

※とても良かったのだが、ホストクラブの岩国みなみのメン

バーの参加者が３～５人だったのが少し残念。 

※もりおかクラブ（５名参加）とのトライアングル、３クラブ合

同の懇親会は楽しいものでした。 

７． ジャガイモ・カボチャファンド 

注文数 各１０ｋｇ詰 男爵：１３０箱 栗カボチャ：８０箱 

荷卸し １０月１２日（月・祝）午前９時ごろ到着予定 

参加者 

  ※池澤会長、中村ｙｓ、堀ｙｓ、内村ｙｓ、秋寄連絡主事、 

藤元ｙｓ、大村ｙｓ等々 

輸送車 

  ※YMCAの車、藤元ワイズの車、中村ワイズの車、その他

その場で持ち帰りの自家用車。 

販売価格について 

   ※ジャガイモ：￥２，０００／個  かぼちゃ：￥２，５００／

個  

チラシについて 

   ※杉野ワイズ作成。 

ジャガイモ料理ショウについて 

   ※１１月３日（火）文化の日に杉野クリニック研修所にて

行う。 

    ※実行委員長：内村ワイズ  審査委員長：木佐貫ワイ

ズ 

 

 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

９月２７日ＹＭＣＡ中央センター体育館にて、毎年恒例のＹ

ＭＣＡ会員スポーツ大会が開催されました。今回の大会で

は、例年行われていたボーリング大会が、桜町再開発に

よってセンターボールが閉じられた事により、初めての試

みとして防災ワイリンピックと銘打った災害時の支援に役

立つ知識を体験するという目的で行われました。この背景

には、日本赤十字社との「災害時における相互協力に関

する覚書」や自治会との防災に関する協議、上通りでの

防災ウォーク、阿蘇キャンプ場での防災フィールドワーク

など、地域の防災に取り組む熊本ＹＭＣＡの活動を再認識

する意味もあります。競技は火災時のバケツリレーに見

立てたものや、災害時の負傷者を身近なものを利用して

運ぶ担架を体験したり、三輪車リレーや平均台渡りなど

が行われ、約２時間の大会のあとには、抽選会や非常食

のお土産などが配られて、記念撮影も終了し無事に負傷

者も出さず閉会することが出来ました。 

 

会員スポーツ大会 

※実行委員長：内村ｙｓ  審査委員長：木佐貫ｙｓ 

８．ニューオリンズ・ジャズ・ハウンズ演奏会協力依頼 

日時：１１月７日（土）１３：３０～１５：００（開場１３：００） 

場所：みなみＹＭＣＡ 

会費：２０００円 協力依頼内容：協力名義、参加者動

員（チケット販売２０枚） ※売れた分だけ。 

９．ＢＦ 古切手について 

  ※各人そのまま持っていて、１月末に集める。BF 主任

は桑原ｙｓ 

１０．九州部部会について （含 亀浦九州部直前部長エ

ルマークロー賞受賞祝賀会） 

日時：１０月１７日（土）１３：００～（評議会  １１：００

～、懇親会 １７：００～） 

場所：阿蘇プラザホテル    

参加者：桑原ｙｓ、中村ｙｓ、内村ｙｓ、寺田ｙｓ、池澤会長 

事業報告があるクラブは持参してください。 

熊本市内からの送迎バスについて￥ 

１１．ドライバー委員会／今井ドライバー委員長 

① １０月 幸山元熊本市長 

※司会：今井ドライバー委員長  食前感謝：寺田ｙｓ 

※３０名以上集める事。 

※卓話者のタイトルとプロフィールをお聞きすること。 

② １１月以降の卓話者 

※コーヒーソムリエの方。 

③ １２月クリスマス例会 

  ※１２月１５日、場所がまだ未定。 

１２．みなみＹＭＣＡより 

  ※チャリティダンスパーティが有りますので、 

１０枚×￥１，０００＝￥１０，０００で買って、成人会

員に差し上げる。 

１３．その他 

２０１７年西日本区大会第１回実行委員会  

桑原ｙｓ参加 

 

９月ＥＭＣ例会報告 

ＥＭＣ委員長 大村浩士 

9 月は町田由美子九州部ＥＭＣ主査にお越し頂きＥＭＣ例

会を開催致しました。 

町田主査の数字によるクラブ分析は、違った切り口で大

変参考になるお話しでした。クラブの平均年齢、男女比、

会員増減率、出席率など西日本区や九州部と対比するこ

とでみなみクラブの客観的な姿を知ることが出来ました。

この数字的なものを踏まえたうえで、クラブの強みと弱み

は何か？を皆で話し合い色々な強み・弱みを知ることにな

りました。 

今後はクラブの強みを伸ばし、弱みを強みに変えていけ

るような活動をＥＭＣ委員として提案して行ければと考え

ています。 

 司会をしながら感じたことがありそれは、みなみクラブメ

ンバー各々の潜在能力が非常に高いということでした。ど

なたが発言されても的確でなるほどと感じる意見ばかりで

した。ただ普段はそれを感じさせないので、私のような頭

の回転がＥＣＯな人間でも自由に意見が言えるのだと思

います。この一見緩くて居心地が良い、しかしその実ポテ

ンシャルはとても高い、と言うのがみなみクラブの風土の

ような気がしています。 

 

 

内村忠生 

 

 

 



 

熊本みなみ YMCA通信 

編集後記 

今回は皆さまのおかげで早めにブリテンを作成できました。 

                    ブリテン委員長 木佐貫浩一 

連絡主事 秋寄光輝  

秋の風が気持ちよい時期になりました。運動の秋、食欲の

秋、読書の秋など、様々なことにチャレンジしやすい気候で

す。みなみYMCAでもぶどうの木幼児園運動会・遠足、サザ

ンキャンプなど子どもたちの活動も活発に行われています。 

 

１０月１５日（木） ぶどうの木幼児園遠足（動植物園） 

１０月１７日（土） 

～１８日（日） サザンキャンプ秋２０１５（なみの高原） 

１０月１８日（日） キャンプの集い（阿蘇キャンプ） 

１０月２７日（火） フィランソロピー協会２０周年記念講演会 

１０月２８日（水） みなみ Y歌声広場わいわい 

１０月２９日（木） 国際協力募金キックオフ集会 

 

熊本から山口県萩市まで２７１ｋｍ。車に乗り込んだ男

性３名女性１名と、また急ぎ新幹線に乗車する５名の男

性が心を弾ませて向かう先には、待ちわびて一年ぶり

となる岩国みなみクラブとの交流の宴が開催される平

成２７年１０月３日土曜の道すがら、今回の宴にはなん

と東日本区より盛岡クラブの参加もあり、いつもに増し

てワイズ談義に花が咲き、玄界灘から関門海峡そして

日本海へと続く道のりはいやがおうにも、海鮮三昧な酒

席の予感が全員の期待感を高め、喉の渇きを増してい

くような道中で御座いました。チェックインと同時に池澤

会長を始め我々みなみクラブメンバーをお待ちいただ

いた岩国みなみの方々と盛岡クラブの面々との名刺交

換の後、酒席の場へ移動し桑原九州部交流主査の乾

杯の音頭と共に宴がスタートで御座います。地元名産

の「けんさきいか」をつまみにお酒もスムーズに進み、

盛岡クラブ大関会長よりの大吟醸や熊本みなみクラブ

杉野ｙｓからのワインに舌鼓みをタンタンタン、トントント

ンと打ち続けます。舌の根も柔らかくなり全員持ち回り

のＹＭＣＡ・ワイズへの想いを加えてアピールが行わ

れ、皆の熱き魂の叫びが全員の耳に届き、その声は更

なるワイズ魂を滾らせる為のエネルギーとして蓄積され

たことが確認された頃、盛岡クラブ大関会長より〆の一

本がはっせられ、二次会三次会へと交流会は続きま

す・・・・・・・・・（カツアイ） 

 

ＤＢＣ交流会 in 萩 

気持ちよい朝の目覚めの中、昨夜の名残を惜しみつ

つ、岩国みなみから岩本会長、松村ｙｓ、中村ｙｓも合流

し、しばしの観光と致します。高杉晋作生家、松蔭神

社、松下村塾などをめぐり、萩は明治日本を作り上げ

た兵たちのエネルギーが今も尚集約された地であり、

「花燃ゆ」の痕跡を確かめながら、一種、ワイズ魂と重

なる様な想いを感じつつ、本年度の岩国みなみクラブ、

盛岡クラブ、熊本みなみクラブの熱きＤＢＣの幕が下ろ

されました。 

 

内村忠生 内村忠生 

ジャガイモ１３０箱、カボチャ８０箱。 

わたくし達ワイズメンズクラブが行う地域奉仕活動の資金

のために、今年も北海道 十勝ワイズメンズクラブで生産

された低農薬の旬のジャガイモと栗カボチャが届きまし

た。ＪＲコンテナで到着した梱包された荷を、小分けにみな

みＹＭＣＡまで移送した後、各メンバーが思い思いに自家

用車やトラックなどで、趣旨に賛同しご依頼を頂いた方々

の下へ搬送してゆきました。 

ジャガイモ荷卸し 

 

 

  

  


