
 

 

 

 

 

 

 

2016 

□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”  

         ＜２月ＴＯＦ例会プログラム＞ 

  ◇日時 ２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            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． 諸報告    

７． 食前感謝             今井ワイズ 

８． 輪読会 

９． なごりはつきねど              全員 

１０．閉会点鐘                池澤会長 

  

＜１・２月の誕生日＞ 

（１月）寺田ｙｓ 川口ｙｓ 中村ｙｓ 木佐貫ｙｓ 

木佐貫ｍｔ 川口ｍｔ 

（２月）桑原ｙｓ 内村ｙｓ 大村ｙｓ 池澤ｍｔ 岡ｍｔ 

        ＜１・２月の結婚記念日＞ 

（１月）堀隆之ｙｓ＆禎子ｍｔ 

（２月）永田雅三ｙｓ＆良子ｍｔ 後藤慶次ｙｓ＆昌子ｍｔ 

 

（今月の聖句） 

中島修子 

 

「平和の福音を告げる準備を履物としなさい」 

（エフェソの信徒への手紙６章１５節） 

 

エフェソ人への手紙を書いたとされるパウロは、「平和」を戦

争のない穏やかな状態というより、人と人が敵意や憎しみを

抱くような関係ではなく、お互いが相手の立場や考え方を理

解し、相手を受け入れていく関係を築くことがキリストの平和

と考えていました。 

神さまからの恵みに気づかない時、自己中心な思いが強

くなり争いや分裂が起こります。 

イエスさまが私たちの心に一緒にいてくださる時、私たちの

心は人を愛する力が強くなって、違う考えをも受け入れて神

さまの恵みを分かち合うことができる人になれるのです。 

 

☆ 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 
◇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 

＜１２月クリスマス例会報告＞ 

在籍会員  ２１名 ビジター １１名 

出席会員  １７名 メネット  ２名 

広義会員  なし コメット  ７名 

ゲスト    ０名 みなみＹ招待０名 

出席率  ８１％ 出席者合計 ４３名 

 



会 長 通 信   

                           書記 秋寄光輝 
◇2015年 10月 6日（火）/みなみＹＭＣＡ19時 30分～21時 

◇出席者 池澤会長 副会長＆ドライバー：今井  

会計：中村 Ｙサ・地域奉仕：内村 交流：桑原 連絡主事：

秋寄 杉野 中島ワイズ   

以上７名   

 

１．1月新春合同例会の反省 

 ・席次表が間に合わなかった。 

 ・受付や合同での全体役割分担がはっきりしていなかっ

た。 

 ・リーダーシップをとるクラブや役割分担を次回参加するの

であれば確認が必要。 

 ・ブリテンは 1・2月合同号で出す。 

２．西日本区大会実行委員会 

 ・2016年 2月 5日（金）18時半から実行委員会。19時から

懇親会 

 ・ 場所  酔い処山口家 （花畑町 ）会費 4,000 円        

締切 1月 20日まで 

 ・顔合わせ、懇親の場となる。 

 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） 
 
皆様あけましておめでとうございます。 

というには少し時機を逸してしまいましたが、先月は熊本地

区合同新春例会に参加した関係で、熊本みなみクラブのブ

リテンは今月の１，２月合併号が今年初めてということになり

ます。みなさまよいお年を迎えられたでしょうか？ 

当クラブでは第２例会も熊本地区合同新春例会をはさみ、通

常第１例会を行う１月の第３火曜日に１，２月分合同で行う変

則的な日程となりました。しかし、１月第１火曜日には新年会

として集まって飲み会の前に必要な事項を協議しましたし、

メーリングリストも使いながら補足はしてまいりましたので、

大きな不都合は生じていないのではないかと思っています

が、いかがでしょうか。 

さて、今月２月例会は例年ＴＯＦ例会としています。ＴＯＦとは

Time of Fast の略で直訳すると「断食の時」というような意味

ですが、例会でいただく食事を通常より簡素なものとし、その

分の金額を献金しようという企画です。このＴＯＦ例会に合わ

せ、これまでは会員卓話をお願いすることが多かったのです

が、今年はワイズについての勉強会をすることになりまし

た。新人研修会などでいつもお世話になる堀隆之ワイズにご

指導いただきます。ベテランメンバーもワイズ歴の浅いメン

バーもあらためてワイズダムについて振り返ってみる機会と

なればと思います。 

さらに、３月には九州部評議会、チャリティ駅伝などいろいろ

とイベントが待っています。寒い日はまだまだ続くかと思いま

すが、どうぞみなさま健康にお気をつけ下さい。暖かい春が

待っています。 

 

２月第２例会報告 

 締切 1月 20日まで 

 ・顔合わせ、懇親の場となる。 

 ・みなみワイズの役割は第一プログラム。 

 ・杉野ワイズ、内村ワイズが参加。 

 ・体制作りの話が必要ではないか。 

３．第 6回ＹＭＣＡリーダー・ワイズ感謝会（ヤング・阿蘇クラブ

主催） 

 ・援助金の依頼が来ている→ファンドから 10,000円（承認） 

 ・桑原ワイズが出席予定。 

４．第 2回チャリティ駅伝 

 ・3.4kmを 5名で走る。 

 ・各クラブにチーム参加とバザー出店の依頼 

 ・昨年のＹＭＣＡデーではパインアイスとリンゴジュースを販                

売 

 ・リンゴジュースは早めに入荷して販売でもよいかも 

 ・参加者はどれくらいか？人数見込みは？ 

 ・駅伝とサッカー大会がメインのようだ 

 ・パインアイスと【何】をするか。 

 ・主体は九州部となる。 

 ・参加できるよう日程（3/20）を空けておいてほしい。 

 ・1/23 に実行委員会があるのでそこで桑原さん出席確認を

お願いする。 

５．第 3回九州部評議会 

 ・3月 6日（日）阿蘇キャンプで開催予定 

 ・会長は 11時から。協議会は 13時。その後ＹＹＹフォーラム

など。 

６．ドライバー委員会より 

 ・2/16例会は堀さんに勉強会をお願いできないか 

 ・ＴＯＦで食事内容を変更し募金へ充てる。 

 ・１月アニバーサリーを忘れずに行う。 

 ・３月以降の予定 

   3/15 「能」に関わるゲスト 

   4/19 「琴」に関わるゲスト（未定） 

   5/14 「ＢＢＱ」指導者とのＢＢＱ（江津湖 江藤ボート） 

７．みなみＹＭＣＡより 

 ・1/17チャリティバザー無事終了。 

 ・タオル販売協力のお願い 

 ・みなみワイズから20,000円国際協力募金へ→承認（ファン

ドから） 

８．その他 

 ・今井新会長の次を決める時期に来ている。 

 ・検討を始めていく。 

 

 

１２月ファミリークリスマス例会報告 

１２月１５日（火）に総勢４３名のワイズ、ビジター、メネット、

コメットが集い、ファミリークリスマス例会が開催されまし

た。今宵の催しは、ドライバー委員長をはじめ各ドライバー

委員がこぞって、喧々諤々議論しアイデアを生み率先垂範

協力を惜しまずはせ参じたことが功を奏し楽しい会が成功

に導かれたように感じています。夏に開催されたファミリー

ビアパーティーの際に後藤ワイズがメンバーで活躍されて

いる「アナログズ」の皆さんに歌っていただいたショーが大

変好評であった事を踏まえて、今回のクリスマス例会にも

ぜひご出演頂きたい旨を打診しましたところ、快くお引受け

頂きクリスマスの夜の厳かな「きよしこの夜」を聞くことが出

来たことに心から感謝したいと思います。アトラクションとし

ての歌やビールやジュースの早飲み競争、ビンゴゲームな



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

年末も押し迫った１２月２９日に熊本みなみワイズメンズク

ラブの忘年会が開催されました。いつもは杉野ワイズのク

リニック研修所で開催されますが、今回は街中の窓から

熊本城が見えるフランス料亭“七彩”でありました。以前は

水前寺にお店がありましたが、平成２５年５月に今の上通

りに移転しました。フランス料理なのでやはりワインが飲

めました。病児保育みるくの永野さんも参加してくれて、１

３名だったので、特別室を貸し切ることができました。そし

て、その部屋から熊本城が見えました。みなさんほろ酔い

気分のようでした。たまには大人の雰囲気で上品にフラン

ス料理もいいですね。 

 

みなみクラブ忘年会 

 頂きクリスマスの夜の厳かな「きよしこの夜」を聞くことが

出来たことに心から感謝したいと思います。アトラクション

としての歌やビールやジュースの早飲み競争、ビンゴゲー

ムなどがあり、楽しかった時間も過ぎていくのは早く、夜の

帳と共に会は池澤会長の閉会点鐘を迎えるのでありまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  

 皆様より多大なる支援をいただいているミャンマーモガウ

ンＹＭＣＡへ、いよいよ２月１８日から２４日の日程で「エイズ

孤児院を訪ねる旅」として出発いたします。今回は大阪、東

京からの参加者を含め７名での訪問をいたします。 

 また、新年度のプログラム受付が２月２２日から開始にな

ります。ぜひご紹介ください。 

 

２月１８日（木）～２４日（水） ミャンマーモガウンエイズ孤児

院を訪ねる旅 

２月２２日（月） ２０１６年度クラス受付開始 

２月２４日（水） 歌声広場わいわい 

３月 ３日（木） ぶどうの木幼児園お別れ遠足 

３月 ６日（日） 新体操・Hip-Hopダンス発表会 

３月１０日（木） 浜線美化活動 

３月１３日（日） 春休みキャンプ説明会 

 

１月１１日（月 祝日）に熊本７クラブ合同新年例会がホテ

ル日航熊本で開催されました。合同例会が開催され始め

てから今年で３回目です。僕が会長の時に現菅ＹＭＣＡ会

長の後押しもあり、会長の集まりで開催することを決め、

開催しました。全クラブが参加できるようになることが理想

ですが、各々のクラブ事情もあり、今回は熊本の７クラブ

の参加でした。まずは日本福音ルーテル神水教会の角本

牧師の話がありました。そして、五嶋九州部長の挨拶が

あり、熊本中央高校バトミントン部監督の工藤勇参先生

の講演がありました。３年前にも工藤先生には講演をして

いただきましたが、前回よりもパワフルになられたような

感じでとても楽しい講演でした。それぞれのクラブのアピ

ールもありましたが、来年度は西日本区の理事ににしクラ

ブの岩本ワイズが就任するため、西日本区大のアピール

もありました。今年は席次表が間に合わなかったため、ク

ラブ単位での席順になったため、例年通りの交流はでき

にくかったですが、年に１回は沢山のクラブが一同に集ま

る合同例会があることはいいことですね。最後はみなみク

ラブ全員で記念撮影をしました。 

 

新年合同例会 

 

 

 

 

 

 

 


