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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”  

        ＜５月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ５月１４日（土） １８：００～２１：００ 

  ◇会場           江藤ボートハウス 

１．開式            司会： 杉野ワイズ 

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．活動報告･諸報告 

６．食前感謝             桑原ワイズ 

７．「熊本がんばろうチャリテｲＢＢＱ例会」 

  ビジター紹介 

８．なごりはつきねど             全員              

９．閉会点鐘               池澤会長 

          ＜４月の誕生日＞ 

麻生ワイズ 小水流ワイズ 宮崎ワイズ 池澤メネット 

＜５月の誕生日＞ 

杉野ワイズ 藤元メネット 

        ＜４月の結婚記念日＞ 

 村上博ワイズ・和枝メネット 

今井政文ワイズ・和美メネット 

＜５月の結婚記念日＞ 

中村邦雄ワイズ・勝子メネット 

岡成也ワイズ・陽子メネット 

 

 

（今月の聖句） 

岡 成也 

 

コリント信徒への手紙 一 １５章５８節 

 

「わたしの愛する兄弟たち・・・。主に結ばれているならば

自分たちの苦労が決して無駄にならないことを、あなたがた

は知っているはずです」 

 

主の業に励む人にとって、どのような労苦も無駄ではな

い。私たちワイズメンはミッションに基づいて活動するＹＭＣ

Ａと共に存在しているからこそ大きな喜びと、生きる励みが

日々あらたにされていきます。どんな場面でも神様が共にい

てくださると信じて励むその姿勢こそ、素晴らしい人生だった

と語ることができる日がくると私は確信しています。 

 

☆ 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 

＜３月能楽例会報告＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター ２名 

出席会員  １５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  ６８．１％ 出席者合計 １８名 

 



会 長 通 信   

                           書記 堀 隆之 
◇2016年 4月 5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 書記：堀 

会計：中村 ＥＭＣ：大村 Ｙサ・地域奉仕：内村 交流：桑原  

連絡主事：秋寄 中島ワイズ   

以上９名   

 

１． ３月例会の反省： 

※特にありませんでしたが、  

卓話者の築地様からはまた続けてお話をしてもいいと

の事。  

「３回くらいかけてゆっくり理解していただけるようなお話

を」という話もある そうです。 

  

２．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 参加者 桑原ｙ

ｓ、池澤 

 

西日本区大会決起集会 

4月 15日（金）１９：００～実行委員会 １９：３０～決起集

会 セカンドサイト 5階 会費 4000円 

第 1プログラム委員会副委員長をみなみクラブから 1名 

 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） 
 

 未曽有の大災害「平成28年熊本地震」から1か月がたと

うとしています。みなさま、いかがお過ごしでしょうか？皆様

それぞれに被災され、それぞれの立場で頑張っておられるこ

とと思います。震災直後に確認させていただいた時点で、メ

ンバー全員無事が確認できたことはこの大災害の中にあっ

てとにかく何よりのことでした。 

我らがＹＭＣＡみなみセンターも被災し、大きな被害を受け

ました。当クラブでも、4 月例会は中止、ブリテンも 4 月号は

発行できず、今回 4-5 月合併号となりました。発行される予

定だった 4 月号の会長通信の原稿には、春は別れと出会い

の季節だとか、杉野クリニック研修棟で行われた花見のこと

やなどを書いていました。すべて遠い昔のことのようです。 

しかし、落ち込んでばかりはいられません。私たちメンバ

ーにもそれぞれに生活があります。自分たちがそれぞれに

できることをやって自分たちの生活を立て直していくことも、

災害支援の一環といえるのではないかと思います。 

もともと 5 月例会はバーベキューソムリエの米村様をお招

きして、バーベキューを楽しむ予定でした。この時期にどうだ

ろうというご意見もありますが、ここは「がんばろう熊本」、「熊

本を元気に」ということで「熊本がんばろうチャリティ例会」と

して予定通り、江津湖湖畔のボートハウスで移動例会として

行うことになりました。どうぞ皆様今宵はしっかり食べ、しっ

かり飲み、これまでの疲れを追い払い、十分に英気を養って

明日からの活力としていただければと思います。 

４月第２例会報告 

 

西日本区大会決起集会 

4 月 15 日（金）１９：００～実行委員会 １９：３０～決起集

会 セカンドサイト 5階 会費 4000円 

第 1プログラム委員会副委員長をみなみクラブから 1名 

※「中央ＹＭＣＡで午後 7時からの実行委員会という時間設

定なら参加できる」との条件で内村ワイズが了承された。 

※池澤会長、桑原ワイズ、内村ワイズ ３名参加予定 

熊本ＹＭＣＡ大会 分科会ワイズブース 5月 28日 12：00

～17：00 懇親会１８：００～ 

※熊本ＹＭＣＡ大会の 2日目分科会ワイズのブースには  

ミャンマーモガウン支援についての紹介を出してもいいと

いう意見が出た。 

３． 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 駅伝参加者 桑

原ｙｓ、藤元ｙｓ、内村ｙｓ、中島ｙｓ、池澤 

バザー アイスパイン 1本 150円 110本完売 

売上 15200 円 – 納入価 9500 円（税込） ＝ 5700 円 

出店料（１５％） 855円 

※金額が合わないところが少しあった。 

４． ドライバー委員会／今井ドライバー委員長 

①４月例会 4月 19日（火） 琴奏者 ：寺崎 温子様（菊

池女子高校で物理の先生） 

 ※ 司会；内村ワ イズ、 食前感謝 桑原ワイズ   

②５月例会 ＢＢＱ例会 5月 14日（土） 

※￥２，５００／一人で予約。開始は 18時 

当日バーベキューの普及活動をしてらっしゃる方の話も

あります。 

③ ６月例会 引継ぎ 

５．西日本区ロースター校正 

次期キャビネット 

※第 1例会までに形を作る。 

６．西日本区大会 

6 月 25 日（土）26 日（日）大阪 松下ＩＭＰホール、ホテル

ニューオータニ大阪 

参加登録者（3月30日登録） 杉野ｙｓ、堀ｙｓ、今井ｙｓ、藤

元ｙｓ、内村ｙｓ、池澤 以上 6名 

ＥＭＣパートナー賞申請済 

※返事や連絡はまだです。 

７．みなみＹＭＣＡより 

※ノーマイカーデーは（４／２０）です。 

※４／２９～５／１まで「みなみ YMCA」は滅菌オゾン方式

導入の為、工事中。 

８．その他 

 杉野ワイズ 還暦のお祝い 

※何をどこでするか検討する。 

 リンゴジュースファンド 

※今年も継続。７月のお中元使用を想定して、５月くらいから

スタート。 

※５月の大型連休の為、５月の第２例会は３日ではなく６日

（金）１９：３０に変更。 

※その他、アニバーサリーの記念品として丸山ハイランドの

野菜から 

藤元ワイズの果物へ変更の検討。 

 

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１３：０

０） 

 場所：みなみＹＭＣＡ 

 会費：２０００円 協力依頼内容：協力名義、参加者

 



熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

５月第２例会報告 

 

                          書記 堀 隆之 
◇2016年 5月 6日（金）/みなみＹＭＣＡ19時～20時 30分 

◇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 ＥＭＣ：大村 Ｙサ・地域奉仕：

内村 交流：桑原 連絡主事：秋寄 杉野ワイズ 以上１０名   

１．４月例会 中止 

※卓話予定者の方には後日お願いする予定。 

２．平成２８年熊本地震について 

みなみクラブとしての支援について 

※ファンドより￥５００，０００支出決定。 

※「みなみセンター」に直接か「熊本 YMCA」に出すのか

を後日、秋寄連絡主事より連絡あり。 

３．第６回熊本連絡会議、西日本区大会準備委員会 

５月１１日（水）１９：００～ 東部ＹＭＣＡ 参加者  

※池澤会長、今井次期会長、寺田直前会長、桑原ワイ

ズ。以上４名参加予定。 

４月１５日（金）開催予定だった西日本区大会決起集会

は中止。 

熊本ＹＭＣＡ大会 分科会ワイズブース ５月２８日 12：

00～17：00  懇親会１８：００～ 

※中止との事。 

４．ドライバー委員会／今井ドライバー委員長 

① ５月例会 ＢＢＱ例会 ５月１４日（土） 司会 杉

野ワイズ 食前感謝 桑原ワイズ 

※「熊本がんばろう！バーベキュー例会」 

※当日 BBQソムリエの米村様が話しをされます。 

※具体的内容については今井ドライバー委員長、

杉野ワイズが協議されて、 

買い出しについてもお願する。 

※日時：５月１４日（土）  1８時より 

※会場：江津湖・「江藤ボートハウス」  

※特別会費 会員 2000 円、メネット・ビジター3000

円、コメット他 1500円 小学生以下無料 

※２０～２５名くらいの参加かな。４～５月のバースデ

ープレゼントは震災の影響でなし。 

※ブリテンは４～５月の合併号 

② ６月例会 引継 

※ホテル日航が使えるのかどうか確認。 

５．西日本区ロースター校正 

次期キャビネット 

※会長：今井 副会長：後藤、麻生  直前会長：池澤  

書記：堀  ブリテン・広報：池澤 交流：桑原 会計：中

村  ファンド：藤元  地域奉仕・Y サ：内村  EMC：木

佐貫  ウエルネス：大村 監査：村上 連絡主事：秋寄 

メネット：今井メネット メール委員：今井 

※次期会長を検討する。 

６．西日本区大会 

6月 25日（土）26日（日）大阪 松下ＩＭＰホール、ホテル

ニューオータニ大阪 

参加登録者（3 月 30 日登録） 杉野ｙｓ、堀ｙｓ、今井ｙｓ、

藤元ｙｓ、内村ｙｓ、池澤 以上 6名 

※一般会計から登録費を支出。請求書が 4 月末までに、ま

だ届いていない。 

※（後日）西日本区大会の大会登録費の請求書が 7日届い

た。 

その中に不参加となる場合には 5月中にご連絡を

との事。 

 

３月能楽例会報告 

木佐貫浩一 

3 月 15 日は熊本みなみワイズメンズクラブの例会があ

りました。今回はお二人のビジターがありました。僕も久し

ぶりにビジターをお連れしました。卓話は能楽金春流(こん

ぱるりゅう)能楽師の築地豊春氏による"やさしい能の話"

という題でお話をして頂きました。築地豊春氏の声は、マ

イクを通さなくても遠くまでとおる声でした。また、卓話中

は部屋中に凛とした空気が流れていました。能楽は 2001

年に日本では初めてユネスコ世界文化遺産として登録さ

れました。能楽は舞台芸術で、同じ舞台芸術でもオペラや

ミュージカルは具象化的なものですが、能楽は抽象的な

ものだそうです(他には歌舞伎、文楽、バレエも)。能楽は２

つに分かれていて、能と狂言があり、能楽では笑いがな

いそうです(笑いは狂言の方で)。そして能楽は前もって観

る人が勉強しないと理解できないものです。あの観阿弥・

世阿弥の時代から 650 年位経つそうです。築地豊春氏に

は実際に演技して頂きました。5 分程度の時間でしたが、

とても引き込まれました。いつかは本物の舞台で能楽を

観たいと思いました。 

 

その中に不参加となる場合には 5月中にご連絡をとの

事。 

７．みなみＹＭＣＡより 

※5月１０日から授業再開予定。 

８．その他 

杉野ワイズ 還暦のお祝い 

※後日、堀ワイズが調べる。 

リンゴジュースファンド 

※後日、杉野ワイズが緒方元ワイズに確認する。 

 

 

 



 

熊本みなみ YMCA通信 

編集後記 

今回は４月が震災の影響のため例会が中止となったため、 

４月・５月合併号となりました。 ブリテン委員長 木佐貫浩一 

連絡主事 秋寄光輝  

 熊本地震が起き、みなみＹＭＣＡも熊本ＹＭＣＡも大きな被

害がありました。また、益城町総合体育館や御船町スポー

ツセンターではそれぞれ町の指定避難所として現在も千名

を超える方々の対応を行っております。阿蘇ＹＭＣＡではボ

ランティアセンターとして数百名の方々が阿蘇地域の復興

のためにご活躍いただきました。 

 今後も長い支援が必要となっていくことが予測されていま

す。ワイズメンズクラブの皆様にも、今後もご支援・ご協力を

賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

５月２０日（金）聖書学びの会 

５月２１日（土）ぶどうの木幼児園 親子遠足 

６月１３日（月）ぶどうの木幼児園 花の日訪問 

 

花見の宴 

木佐貫浩一 

５月１０日は震災後、初めてのジェーンズクラブ 5 月新年

200%EMC 例会に参加しました。久しぶりにワイズメンズク

ラブの例会に参加するというワクワク感がありました。卓

話は東日本大震災の時にご活躍された宮城県石巻の阿

部由紀(よしのり)さんによるお話でした。とても素晴らしい

ものでした。内容で一番印象に残ったのは"平時が非常

時の鏡です(平時に備えていることが、有事の時に役立

つ)“という言葉でした。ご自身が震災を経験されたことも

あり、いろいろな言葉に重みがありました。例会の最後に

はみんなで記念撮影をしました。熊本のワイズメンズクラ

ブがひとつになってがんばれるような気がしました！！ 

 

ジェーンズ例会 

内村忠生 

４月２日（土）に杉野ワイズの別邸でお花見の会が開催さ

れました。今年の桜は昨年より咲き誇って一緒にお花見

を盛り上げてくれた。夕方明るい内から始まったお花見は

５人、１０人、１５人といつもにまして沢山のメンバーやビジ

ターが集まってきた。飲んでは食べて、飲んでは食べて、

楽しい熊本みなみクラブの会話は夜遅くまで続いていっ

た。 

  

  

 

 

 

 

  


