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６ 

□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”  

        ＜３月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ３月１５日（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場            ホテル日航熊本 

 

１．開式            司会： 中村ワイズ 

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．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・ミャンマー報告 

８．食前感謝                堀ワイズ 

９．卓話 能楽金春流 能楽師  築地豊春 氏 

１０．なごりはつきねど             全員 

1１．閉会点鐘               池澤会長 

 

          ＜３月の誕生日＞ 

           岡成也ワイズ 

           後藤慶次ワイズ 

        ＜３月の結婚記念日＞ 

      寺田節子ワイズ・メネット 

       藤元俊輔ワイズ・メネット 

（今月の聖句） 

                              

                             中村邦雄 

そのときイエスは言われた。「父よ、彼らをお赦し下さい。自

分が何をしているのか知らないのです」 

                  ルカによる福音書２３章３４節 

 

今年の復活日（イースター）は３月２７日です。日本では一般

にキリスト教の祝日としては聖誕日（クリスマス）がよく知ら

れていますが、キリスト教徒の多い国々では私たちの罪を

贖われて十字架にかかられたイエスが復活されたこの日の

方が喜びの日として知られています。 

この聖書の言葉は、十字架上のキリストが話されたいくつ

かの言葉の一つですが、私たちには「真似のしがたい行為」

の一つと言えるでしょう。私たちは少しでもこの行為に近づ

いて、私たちの周りにある争いや不信や妬みなどを軽減し

友好を目指したいものです。 

 

☆ 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 
◇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 

＜２月例会報告＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター ０名 

出席会員  １３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  ５９．０％ 出席者合計 １４名 

 



会 長 通 信   

                           書記 堀 隆之 
◇2016年 3月 1日（火）/みなみ YMCA 19時 30分～21時 

◇出席者 池澤会長  書記：堀 会計：中村 ファンド：藤元  

ＥＭＣ：大村 Ｙサ・地域奉仕：内村 交流：桑原 監査 村上  

中島 杉野 秋寄  以上１０名   

１ ２月例会の反省： 

「ワイズの輪読会」は良かった。しかしこれからは、

資料を作ったり司会をされるメンバーは、EMC 委員

会の中で幅広く検討して、毎年ちがう方にお願いし

たほうが良い。なぜなら準備する段階で、かなり読

み込まないと資料が出来ないので、ワイズダムの訓

練になる。 

２ 第３回九州部評議会 

３月６日（日） 阿蘇ＹＭＣＡ 

11:00 会長・主査会 11:45 事業主査＆次期主査引

継 

    12:00 昼食 

 13:00 第３回評議会 

 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） 
 
 皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

３月上旬のこの時期は二十四節気というものでいうと啓蟄と

いって春になって虫が冬眠から覚めて出てくる温かさを感じ

るころのはずなのですが、ブリテン３月号のこの原稿を書い

ている現時点ではインフルエンザがいまだ猛威を振るってお

り、春の訪れはまだまだ感じられません。メンバーの中にも

インフルエンザにかかられた方がいるとも聞いています。み

なさま元気にお過ごしでしょうか？ 

とはいえ、３月もワイズ事業は目白押しです。３月６日九州部

会にはじまり、３月２０日には第２回九州部チャリティ駅伝も

控えています。チャリティ駅伝では３月下旬花冷えのころで

はないかとの意見があるかもしれませんが、あえてアイスパ

インをバザー販売することになりました。現時点で当クラブか

らの参加者は昨年より少ないようですが、お時間の許す方、

元気のある方は是非ご参加下さい。 

さて、今月は今井ワイズのご紹介で「能楽師」の築地豊治氏

に日本の伝統芸についてお話をしていただけることになりま

した。熊本では水前寺出水神社の薪能や熊本城、藤崎宮例

大祭での能などがニュースに取り上げられますが、興味が

あってもなかなかくわしくふれ合う機会が少ないかもしれま

せん。今回はいろいろと興味深いお話を聞かせていただけ

るのではないかと思っています。 

また、これから暖かくなって次の例会までには桜も咲き、春ら

しくなるのでしょう。メンバーのみなさんそれぞれに出会いや

別れがあるかもしれません。新しい出会いのあった方でこれ

はという方がおられたら、ワイズにもお誘いいただけるといい

かもしれません。よろしくお願いいたします。 

 

３月第２例会報告 

    12:00 昼食 

 13:00 第３回評議会 

    15:00 講演 佐々木 洋之 「一歩の家」里山暮らし応

援隊（空き家対策等） 

    17:00 より懇親会 懇親会費 4,000 円ノンアルコール

3,500円） 

 参加予定者 桑原ｙｓ、池澤 

※このお二人のみの参加予定。 

３． 第５回熊本連絡会議、西日本区大会準備委員会 

３月９日（水）１９：００～ 東部ＹＭＣＡ 

※「みなみの運営委員会」と重なる。  

「みなみの連絡会議メンバー」は今井ワイズ、桑原ワイ

ズ、池澤会長の３名なので、この３名で参加予定。 

また、これからの事を思えばメンバーをもう１～２名増や

したい。 

４． 第２回九州部チャリティ駅伝 

３月２０日（日）益城町総合運動公園 

駅伝参加予定者 桑原ｙｓ、藤元ｙｓ、内村ｙｓ、中島ｙｓ、

池澤会長 

※YMCAから木村さんが参加。サポートされます。 

準備：プラカード、たすき 

※プラカードは YMCA に依頼する。たすきは堀ワイズが

手配。（内村ワイズに渡す。） 

バザー アイスパインのみ 

※去年は１１６本販売、今年は１００本用意（担当：藤元ワ

イズ） 

準備：テント、机、いす、つり銭、かんばん 

※テント、机、いす、看板は YMCA にお願いして、内村ワ

イズが手伝う。 

※参加費はファンド会計より振り込む予定。１チームで

￥１０，０００． 

５． ドライバー委員会／今井ドライバー委員長 

①３月例会 能（金春流）  

※能楽師 築地豊治（ついじ とよはる）氏 

※司会：中村ワイズ（後日決定） 食前感謝：堀ワイズ 

 ビジター参加予定 北條将人氏（弁護士）ジェーンズク

ラブ田中ｙｓよりご紹介 

②４月例会 琴 

③５月例会 ＢＢＱ： 

※江津湖（江藤ボートハウスかな？） 

６．みなみＹＭＣＡより 

 ※３月例会で秋寄主事から「ミャンマーの帰国報告」有り。 

7．その他 

※EMC委員会より： 

これまで誰が何人クラブに入会させたか、を単年度では

無く、以前に遡って調べて報告して欲しい旨の話有り。

後日堀ワイズより資料提出。 

 西日本区費 

 西日本区大会申込み「クラブ単位」 早期申込締切

３/３１ 登録費２１０００円（通常２３０００円） 

※登録費をクラブ負担として、沢山のメンバーの参加を促す。 

 

 

 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

池澤誠 

本日２０１５-１６年度第３回九州部評議会に桑原ｙｓと私で

参加してきました。それぞれ、九州部交流事業と当クラブ

の活動報告をしてきました。九州部各クラブから参加され

ていましたが、とくに宮崎クラブから４名参加されていまし

た。新入会員も多く、メンバーが増えつつある宮崎クラブ

の勢いを感じました。講演は「里山暮らし応援隊」として県

内を中心に空き家対策、移住・定住支援をされている。

佐々木洋之氏のお話をお聞きしました。この問題の大きさ

を感じさせられました。懇親会はしゃぶしゃぶを中心に豚

肉づくしで大変美味でした。 

個人的には、３回目にして初めて会長として最初から最後

まで参加した九州部評議会でした。 

 

熊本連絡会議報告 

日時：３月９日（水）１９時～２１時 

１．４月１５日（金）１９：００、花畑町のセカンドサイトで火の 

国フェスタが開催され、２０１６西日本区大会決起集会 

が行われます。会費は４０００円です。ぜひ、ご参加くだ 

さい。 

２．５月２７～２９日の三日間に渡ってＹＭＣＡ大会が開催 

されます。 

  ５／２７（金）１８：００ ＹＭＣＡ総会 

  ５／２８（土）１０：００ ＹＹＹフォーラム、講演会、 

分科会、１８：００懇親会 

  ５／２９（日）ヤネダンの講演会 

  ご都合に合わせてご参加ください、 

  懇親会は連絡会議主催で、各クラブから料理などのフ 

ァンド商品を持ち寄って販売する方式だそうですので、 

できれば参加をお願いします。 

３．３月２０日第２回チャリティ駅伝大会の運営ボランティ   

アが足りないそうです。 

  当日の９：００頃までに益城町総合体育館に集合でき

る方は 

  ご協力をお願いします。池澤会長までご連絡ください。 

４．次次期連絡会議はひがしクラブが担当します 
第３回九州部評議会報告 

２月 TOF例会報告 

 

２月１６日（火）に TOF例会がありました。今回は堀ワイ

ズによる”ワイズに対する意識を高める”ための講義を

してもらいました。参加者で輪読をして、知識の確認を

しました。改めてワイズについて知ることができ、時に

はこういう勉強会も必要だなと思いました。 

 

 

 

 



 

熊本みなみ YMCA通信 

編集後記 

会長・主査研修会報告をしたため、やはりブリテン作成が前

日になりました。         ブリテン委員長 木佐貫浩一 

連絡主事 秋寄光輝  

先月、ミャンマーのモガウンＹＭＣＡを中心に訪問してきまし

た。１１人の高校生から小学生の子どもたちが共同生活をし

ており、この内２人はエイズ感染が確認されていました。た

だ孤児院ができ、そこで暮らすことで学校や食事などが確

保され安心して暮らすことができていることは、我々の支援

が活用されているうれしさを感じました。 

私たち日本や熊本の中でも様々な社会問題があります

が、国が違えば想像を絶する環境で生きている人、そのこと

に支援を行っている同じＹＭＣＡの仲間がいることが実感で

きました。ワイズメンズクラブの皆様からの暖かいご支援に

心から感謝いたします。 

 

３月１０日（木） YMCA学院卒業式 

３月２０日（日） チャリティ駅伝大会（ワイズ九州部主催） 

３月２１日（月祝）YMCA会員交流会 

３月２２日（火） 阿蘇黒川保育園献堂式 

４月 １日（金） YMCA職員入会式 

 

会長・主査研修会報告 

木佐貫浩一 

３月１２日～１３日に大阪でワイズメンズクラブ西日本区

会長・主査研修会が開催されました。 

僕は３年前に会長時に研修会に参加しました。その際に

会長としての自覚と覚悟が生まれました。 

２０１６年度は今井ワイズが会長、私が九州部 EMC 事業

主査になります。しっかり学ぶことができました。 

研修会では西日本区の他のワイズと交流することができ

ました。特に懇親会では、次期同期 EMC 主査になる各部

の皆さんと交流ができ、そして、DBC の岩国みなみクラブ

の皆さんとも交流ができました。また、高校の大先輩らと

も交流ができました（４名で校歌“はろばろと”を合唱して

盛り上がりました）。 

２日目は、会長、主査はそれぞれの部屋で役割について

の研修がありました。その後は九州部だけで集まり、宮崎

次期九州部長の方針を皆で共有することができました。

やはり宮崎次期九州部長はエネルギシュでした。最後は

皆で記念撮影をしました。 

追伸 

行きの飛行機はプロペラ機だったので、下の景色がよく見

えましたが、結構揺れました。 

 

 

 

 

 


