
 

 

 

 

 

 

 

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”  

        ＜１１月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 １１月１７日（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場            ホテル日航熊本 

 

１．開式            司会： 木佐貫ワイズ 

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             秋寄連絡主事 

９．卓話   日本コーヒー文化学会 

九州南支部副支部長 佐野俊郎 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＞ 

           永田雅三ワイズ 

           中島修子ワイズ 

        ＜１１月の結婚記念日＞ 

      木佐貫浩一ワイズ・恵津子メネット 

 

（今月の聖句） 

                              

                             岡成也 

悲しむ人々は、幸いである、その人たちは慰められる。 

マタイによる福音書 5章 4節 

 

今年も残すところ 2か月となり様々な出来事を思い出され

ますが、地球規模でおこる自然災害、今も絶えない世界の

紛争など、負の連鎖は多くの被害をもたらしています。大切

なものを失い、最愛の人をなくした悲しみは計りしれませ

ん。被災され被害を受けた人やそうでない人も多くの人々が

この出来事にこころを痛めていす。改めて、私たち人間の存

在の小ささを痛感し、計り知れない神様のご計画と御心の

なかで一生懸命生きること、人生の歩み、一日一日を大切

に過ごすこと、あらためて気づかされます。 

このような時代だからこそ、私たちのファンド事業やＹＭＣ

Ａの募金活動などを通して、支援が必要とされる方々に少し

でも寄り添うことができれば幸いです。 

 

☆ 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 
◇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 

＜１０月例会報告＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター ４名 

出席会員  １６名 メネット  ３名 

広義会員  なし コメット  ３名 

ゲスト    １名 みなみＹ招待０名 

出席率  ７２．７％ 出席者合計 ２７名 

 



会 長 通 信   

                           書記 堀 隆之 
◇2015年 1１月 3日（火）/杉野クリニック 17時～18時 

◇出席者 池澤会長 副会長＆ドライバー：今井  

書記：堀 会計：中村 ブリテン：木佐貫 ファンド：藤元  

ＥＭＣ：大村  Ｙサ・地域奉仕：内村 ウエルネス：後藤  

交流：桑原  杉野   

以上１１名   

１． １０月例会の反省： 

幸山氏へお礼のボールペン発送済 ＤＢＣ記念のボー

ルペンはまだ残っている。 

２・第２回熊本連絡会議 

日時：１１月１１日（水）東部ＹＭＣＡ 

１９：００－２１：００ 参加者：桑原直前議長、池澤 

次期西日本区大会実行委員会を兼ねる予定 

 

３．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」 

 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） 
 
 9 月の会長通信で秋の始まりという話を書きましたが、いよ

いよ秋も深まってまいりました。皆様いかがおすごしでしょう

か。 

 秋といえば、よくスポーツの秋、食欲の秋、音楽の秋、読書

の秋とかいろいろなことがいわれます。いろいろなことに適し

たいい季節ということでしょう。いろいろなことにチャレンジす

るのにいい季節かもしれません。 

 スポーツの秋ということでは、ワイズメンズクラブ関連では

今年の熊本連絡会議でスペシャルオリンピック日本（ＳＯＮ）

熊本のＳＯデー企画ＳＯユニファイド運動会をワイズデーとし

て支援することになりました。障害のある人もない人も、アス

リートもファミリーもコーチもボランティアも一緒に競技し、互

いを理解し尊重しあう機会とすることを目的として 11月 22日

開催予定です。締め切りは過ぎていますが、いまからでも参

加ご希望の方はご連絡ください。 

 音楽の秋という点では、今年もニューオリンズジャズのライ

ブがみなみＹＭＣＡと東部ＹＭＣＡで開かれました。みなみＹ

ＭＣＡで行われた昼の部には参加できませんでしたが、東部

ＹＭＣＡの夜の部に行ってきました。とても楽しいひと時でし

た。 

 そして食欲の秋です。今年もジャガイモファンドは完売し、

恒例のジャガイモ料理ショウは堀ワイズの優勝で幕を閉じま

した。さらに本日はコーヒーソムリエの佐野俊郎さまに「美味

しいコーヒーの楽しみ方」と題して卓話をしていただけること

となりました。秋の終わりのひと時の楽しみ方を教えていた

だけるのではないかと思います。 

 秋が終わると冬がきます。クリスマスや冬には冬の楽しみ

もありますが、みなさま健康には十分お気をつけてお過ごし

ください。 

 

１１月第２例会報告 

３．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 

 １０月２９日現在目標参加者 400 名に対し、参加者は約

100名 

（ワイズに対して動員依頼、50名 １０月２９日現在約２０名） 

４． ジャガイモファンド  

ジャガイモ、カボチャともみなみクラブ発注分は完売。 

ジェーンズクラブよりジャガイモ１０箱購入すみ、  

５箱は今井ワイズ購入 

５． ジャガイモ料理ショウ 

１１月３日 杉野クリニック 研修室 実行委員長 内村ｙｓ 

６．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） 

７． ２０１７年西日本区大会第１回実行委員会 

１０月６日（火） 桑原ｙｓ参加 

かつて熊本で行われた西日本区大会（０９年）と違ってクラ

ブ単位での役割分担ではなく、 

クラブを超えたメンバー構成で役割を分担していくことにな

った。 

８．ドライバー委員会／今井ドライバー委員長 

① １１月例会 コーヒーソムリエ 

※１１／１７ 開催 

（ビプレス７F 熊日クラブマネージャー）熊本コーヒー

クラブ代表取締役の 

佐野俊郎様にお話を伺う。 

※司会：木佐貫ワイズ  食前感謝：秋寄連絡主事 

② １２月クリスマス例会 

※１２／１５開催  

※場所 銀座プラザビル１０F（JTBの前）「マリル」 

※参加費￥３，５００／一人予定。（４０人くらい入る

所） 

※ドライバー委員会を１１／２５に開催。場所は後日

連絡有り。 

９．みなみＹＭＣＡより 

※市民クリスマスのご案内。 

一般会計よりチケット購入、秋寄館長と相談して枚数決定。 

１０．その他  

※九州部費￥３，５００×２２名＝￥７７，０００支払います。

（会計：中村ワイズ） 

サトイモファンド 

まず注文を取ってから丸山ハイランドへ発注。注文数を見て

追加発注も。 

杉野ファンド副委員長からメーリングリストへ 

 

 

１０月例会報告 

１０月２０日は幸山政史前熊本市長に卓話をしていただ

きました。政治家になる前、なった当時のこと、“なぜ熊

本市長になることを決めたのか”や現在の想いを話して

いただきました。お話の中で、私の心に残った言葉は「決

断することが長の仕事」、「決断する前、後をどう対応す

るか」、そして、「決断したことに酔いしれてはいけない」

でした。割り当てられた時間をきちんと守られたことも素

晴らしいと思いました。 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

親会開催までの時間をつかって入浴するもの、牛の丸焼

きを眺めながらつまみ食いをするもの、みやげ物を物色

するものなど思い思いに時間をつぶしている間も、今から

始まる宴におもいをはせてわくわくどきどきの楽しい待ち

時間です。懇親会では、赤水保育園児によるすばらしい

赤水太鼓が披露され、保護者の皆さんと共に心からの感

謝と共に大きな拍手を子ども達におくり、五嶋九州部部長

肝いりの赤牛の丸焼きや、美味しい日本酒が多種多彩な

品目で振る舞われ、存分に酒と肴を堪能できた日となりま

した。 

阿蘇九州部部会 

るか」、そして、「決断したことに酔いしれてはいけない」で

した。割り当てられた時間をきちんと守られたことも素晴

らしいと思いました。 

もくもくと黒い噴煙を吹き上げる阿蘇火口を遠くに見て、永

年見慣れた白い噴煙とはチョット違うな・・・と、ほんのかす

かな違和感を覚えながら、中村ｙｓが運転する車で立野の

坂を軽快に登ります。助手席でくつろぐ寺田ｙｓと共に３人

で現地で待つ池澤会長と桑原ｙｓと合流する為、本日の九

州部部会会場へと向かってゆきます。今日の九州部部会

は五嶋九州部部長を支える阿蘇クラブの皆さんの計らい

で阿蘇内の牧プラザホテルでの開催され、西日本区各地

から集結したワイズメンらが総勢１２０名で盛り上げていく

予定です。午前中の評議会も無事に終了した模様で、お

昼からの九州部部会１部ではバナーセレモニーから始ま

り、九州部及び西日本区の各役員の挨拶が行われ、阿蘇

市長からも挨拶を頂戴しました。２部は場所を移して、保

育園児の虎舞のお披露目に歓迎され、阿蘇の自然環境

保護にまつわる講和に全員が耳を傾け、阿蘇という地の

自然との関わりや自然と人間とが調和する姿を学ぶこと

が出来た貴重な機会となりました。再びホテルへ戻り、懇

親会開催までの時間をつかって入浴するもの、牛の丸焼

きを眺めながらつまみ食いをするもの、みやげ物を物色

するものなど思い思いに時間をつぶしている間も、今から

始まる宴におもいをはせてわくわくどきどきの楽しい待ち

内村忠生 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://minami-ys.info/?p=3397


 

熊本みなみ YMCA通信 

編集後記 

ＴＫＵ“医療大百科”の収録のため、ブリテン作成がまた遅くな

りました。             ブリテン委員長 木佐貫浩一 

連絡主事 秋寄光輝  

ＹＭＣＡでは､毎年 11月 1日～翌年 1月 31日までの期間､

国際協力青少年育成年末募金活動を行っています｡皆様か

ら寄せられた募金は､経済的支援を必要とするこどもたちの

支援、熊本ＹＭＣＡ学院奨学金、ユースリーダーの育成、Ｙ

ＭＣＡの世界中に広がるネットワークを活かした国際協力活

動や活動を支える青少年の育成に用いられます。 

皆様のご協力をお願い致します。 

12月 3日（木）市民クリスマスチャリティーコンサート 

12 月 6 日（日）国際協力青少年育成年末募金「街頭募金」

ゆめタウンはません店 

12 月 11 日（金）「援助する前に考えよう」田中治彦氏ワーク

ショップ 

12月 12日（土）「援助する前に考えよう」田中治彦氏講演会 

12月 13日（日）みなみＹＭＣＡクリスマス会 

 

宴の始まりは、第二例会の後と言う事もあり、真面目な

話合いによってワイズ魂が高揚した所で今回の第９回

となるジャガイモ料理ショーが開幕された。出品料理を

造り出す者、振る舞うだけに下処理された料理を皿に

盛る者、テーブルに箸皿グラス酒を並べる者、屋外では

バーベキューに供される炭に着火する者。そこには多

種多様な作業と人の繋がり模様が繰り広げられてい

る。人々の顔には、明るい笑顔、嬉しい笑顔、美味しい

笑顔、楽しい笑顔がみちみち溢れ、これぞ「みなみ」の

大宴会という態を成して来た。皆がうまい料理に舌鼓を

打ち、ほろ酔いになったところで出品された料理の採点

が行われたのは、実にグッタイミング。まさにこの時点

より早くても遅くてもならなかったことは言うまでも無い。

最優秀グランプリに輝いた、堀ワイズの目にはうっすら

としたものが見え隠れしつつ、ご自身のかたくなまでの

努力と、それを支え続けたご家族への感謝と愛情が、

勝利を祝福する皆の心へじんわりと浸透していった様

子が伺えたようであった。はかなくも今一歩半歩届かな

かった敗者の弁は、優勝者堀ワイズを称える言葉であ

り悔しさが微塵も無いさまは、まさにワイズ魂と言える

のではないだろうか・・・さて、多くのワイズが集った会

は、夜もふけて終宴へといざなうのであった。 

 

第９回じゃがいも料理ショウ 

内村忠生 

佐野俊郎（サノトシロウ）氏 

「日本コーヒー文化学会」会員 （九州南支部副支部長） 

1960年（昭和 35年）生まれ 55歳 

熊本県立済々黌高校卒業（野球部）後 1978年、東京新宿

にてコーヒー・紅茶の勉強をはじめる。小倉・熊本・阿蘇・

三角などにてコーヒー店の開店・運営を行う。各イベント

にてコーヒーのデモンストレーションを行う。現在、コーヒ

ー店開店やコーヒー導入のコンサルタントや、各地にて

「コーヒーセミナー」や「おもてなしセミナー」を開催。「熊日

生涯学習プラザ」で、コーヒー、紅茶セミナー講師。 

ＲＫＫラジオ「柿木（カキノキ）珈琲店、ＲＫＫテレビ「ウェル

カム」などに出演されております。 

卓話者プロフィール 

 

 

  

 


