
 

 

 

 

 

 

 

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”  

        ＜１２月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 １２月１５日（火） １９：３０～２２：００ 

  ◇会場                  マリブ 

１．開式             司会： 内村ワイズ 

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．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 

６．活動報告･諸報告 

７．クリスマスファミリーパーティ 司会： 内村ワイズ 

８．食前感謝               大村ワイズ 

９．ビジター・ファミリー紹介 

１０．アトラクション 

１１．「アカペラ」  アナログズ with 後藤ワイズ 

１２．「きよしこの夜」合唱 

１３．なごりはつきねど             全員 

１４．閉会点鐘               池澤会長 

＜１２月の誕生日＞ 

   藤元ワイズ、麻生メネット、杉野メネット 

        ＜１２月の結婚記念日＞ 

      大村浩士ワイズ・雅代メネット 

       宮崎靖大ワイズ・真代メネット 

（今月の聖句） 

                    秋寄光輝 

彼らが王の言葉を聞いて出かけると、当方で見た星が先立

って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者た

ちはその星を見て喜びにあふれた。 

（マタイによる福音書 ２章９節～１１節） 

 皆様、メリークリスマス。イエスキリストの誕生を皆さんで

祝うことができることに感謝いたします。皆様にとって今年は

どんな１年だったでしょうか？ 

聖書によれば、神様は悲しみに満ちたこの世を愛して、す

べての人の真の友としてイエス様をお遣わしくださいまし

た。特にイエス様はこの世のもっとも小さい者の友となられ

ました。貧しい人々、病める人々、障碍を持つ人々、虐げら

れている人々、罪人として蔑まされている人々、このような

人々こそイエス様の最初の友でした。 

 今の私たちの社会を考えたとき、私たちも同じように最も

小さき者の友として寄り添って生きていくことを忘れてはなら

ないと思います。 

☆ 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,   

    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 

＜１１月例会報告＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター ０名 

出席会員  １７名 メネット  ０名 

広義会員  なし コメット  ０名 

ゲスト    １名 みなみＹ招待０名 

出席率  ７７．２％ 出席者合計 １８名 

 



 

会 長 通 信   

                           書記 堀 隆之 
◇2015年 12月 1日（火）/みなみＹＭＣＡ19時 30分～21時 

◇出席者 池澤会長 書記：堀 会計：中村 ＥＭＣ：大村  

Ｙサ・地域奉仕：内村 杉野 寺田   

以上 7名   

１． １１月例会の反省： 

※興味ある話でとても良かった。 

２・第２回西日本区大会実行委員会 

日時：１２月１日（火）東部ＹＭＣＡ 

参加者：桑原熊本連絡会議直前議長 

※みなみクラブのメンバーは、次期西日本区大会準備委

員会の情報を共有できるようにしたほうがいいとの意

見があり、九州部ワイズパルに、登録してあるメンバー

のリストをすべて、 

準備委員会のメーリングリストに、加えて いただくよう

お願いする。 

 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） 
 
 みなさま、少し気が早いかもしれませんが、クリスマスおめ

でとうございます。 

このブリテンを読まれる方の多くの方が、熊本みなみワイズ

メンズクラブのクリスマス例会に参加されている方と思われ

ますし、そのほかの方もクリスマスが近い時期に読まれてい

るのではないかと思います。クリスマスは言わずと知れたわ

れらが主イエズスキリストの降誕を祝う日です。キリスト教国

を中心にクリスマスを国民の祝日としている国も多いようで

す。キリスト教的には復活祭（イースター）も大きなお祭りか

と思いますが、こちらはもともと常に日曜日です。 

国民の休日ということで調べてみると、旧英国連邦の多くで

クリスマスの翌日（12 月 26 日）も祝日としている国がありま

す。ボクシングデー（Boxing Day）というらしく格闘スポーツの

ボクシングとつづりは同じですが直接は関係なく、もともとは

教会が貧しい人たちのために寄付を募ったクリスマスプレゼ

ントの箱（box）を開ける日であったことから"Boxing Day"と呼

ばれるということのようです。 

また、クリスマスにも仕事をしなくてはいけなかった使用人達

に翌日、家族と過ごしてもらう日でもあり、この日は一家の人

たちが使用に頼らず自分ですべての家事をする日でもあっ

たそうです。主人は彼らに箱に贈り物を入れて配る習慣もあ

りました（wikipedia より）。昔の日本の藪入りというものに似

ていますね。 

クリスマスは子供に渡すプレゼントだけでなく、昔からいろい

ろな人への贈り物の季節ともいえるでしょう。贈り物というの

は相手の人が喜ぶところが見たくて贈るものだと思います。

私たちのクラブは人の喜ばせることができているでしょう

か？とりあえず、このクリスマス例会ではすこしでも多くの方

の笑顔が見られたらいいなと思っていますが、どうでしょう

か。楽しんでいただけているでしょうか？ 

 

 １２月第２例会報告 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

 

のリストをすべて、準備委員会のメーリングリストに、

加えて いただくようお願いする。 

３．ＳＯデー （ワイズデー） 「アスリートとともに楽しもう

ＳＯチャリティ運動会」 

１１月２２日（日） 参加者：内村ｙｓ、池澤会長 

※アスリート：６０～７０人、ボランティア：１５０人前後 

全体で２００人くらい。 

※途中から雨が降りだしても、良かった。  ※チアリ

ーディングも良かった。 

４． サトイモファンド  

  ※￥２，５００/５Kｇ 注文数が少ない。 

５． ドライバー委員会／今井ドライバー委員長 

① １２月 クリスマス例会 

１２月１５日（火）１９：００受付、１９：３０開始 

場所 ＭＡＬＩＢＵ（マリブ）銀座プラザビル１０階 

  ※司会（全て）：内村ワイズ 食前感謝：大村ワイズ 

乾杯：今井ワイズ 受付：川口ワイズ、寺田ワイズ 

   プロジェクター用のパソコン：内村ワイズ 

  ※参加費：メン￥２，０００ メネット：２，０００ コメット：

￥１，０００ ビジター：￥３，５００ 

  ※１９：００受付開始 １９：３０第１例会開始  

１９：４５クリスマスファミリーパーティ開始 

① 後藤ワイズの「アナログズ」のアカペラ  

② 食前感謝 ③乾杯 ④ビジター紹介⑤ビンゴゲ

ーム 

⑥早飲みレース 

⑦「きよしこの夜」を歌って終わり。 

※当日は各自景品を１個以上持参。 

※今井ドライバー委員長と杉野ワイズでその他の景

品について検討。 

※タイムスケジュールは後日。 

② １月新年合同例会 

１２月１日打ち合わせ 桑原ｙｓ参加 

※１月１１日（成人の日）（ホテル日航）にみなみクラ

ブは移動例会とする。 

※次回第２例会を（新年会を兼ねて？）１月１９日

（第３火）にみなみＹＭＣＡで 開催する 。 

２月２日（第１火）はその予備日とする。 

※ブリテンの１月号は２月に合併号として発行す

る。 

③ ２月ＴＯＦ例会 会員卓話 

※ 今回は討議なし。 

６．年末募金 

※ファンドから支出予定。 

７．豚肉ファンド （直前メネット事業） 

※検討の余地有り。 

８．みなみＹＭＣＡより 

※１２月６日（１４：００～１６：００）に年末募金が市内各

所で行われる。 

９．忘年会 

※１２月２９日１９：００～「七菜」（とらやビル３F）会費

￥５，０００ 

 早めの出欠を・・・ 

 

 



 

熊本みなみ YMCA通信 

編集後記 

土日に東京出張があり、どうにかブリテンができあがりまし

た。今回は話題が少なくいつもより枚数が少ないブリテンに

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  

冬の寒さが本格的になってきましたが、急に暖かくなったり

と、なかなか体調管理が難しい時期となっています。毎年流

行する感染症も注意しないといけません。皆様、体調に十

分留意され、新しい年を迎えられますようお祈りします。 

 

［１２月］ 

１６日（水）歌声わいわい 

１９日（土）ぶどうの木クリスマス会 

２０日（日）みなみ YMCA完全休館日 

２５日（金）冬休み短期スポーツスクール・キャンプ開始 

３０日（水）年末年始休館（１/３まで） 

［１月］ 

１７日（日）チャリティイベント 

２３日（土）ボランティアデイ（花岡山清掃） 

３０日（土）熊本バンド早天祈祷会 

 

１１月１７日は日本コーヒー文化学会九州南支部副支

部長の佐野俊郎氏による美味しいコーヒーを味わいな

がらの卓話でした。例えば、“コーヒーの飲む温度は９

５℃と７０℃の温度は美味しくない”、“焙煎の時間が長

いと苦味が増す”、“コーヒーカップの飲料をソーサーに

入れるとちょうど満ちるのがいい関係”、“コーヒーカップ

の持ち方について”などコーヒーに対する雑学をいろい

ろ教えていただきました。みなみクラブのメンバーも興

味があったためか、たくさんの質問が出てあっという間

に時間がきました。最近の報告によると、コーヒーを１日

に３杯以上飲む人はそれ以下の人より心臓疾患などの

病気になりにくいそうです。もちろん個人差はあると思

いますが、カフェインの取り過ぎには注意をしないとい

けません。それ以来、僕もコーヒーを３杯は飲むように

なりました。 

１１月珈琲例会 スペシャルオリンピック運動会 

１１月２２日にスペシャルオリンピックの運動会がありまし

た。ワイズメンズクラブではボランティアでお世話をしてい

ます。くまもんもかけつけてくれました。参加者ががんばっ

ている姿を見ると嬉しいですね。 

  

  

 

  

 

  


