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□国際会長標語    ： 「私たちの未来は、今日から始まる」 “Our Future Begins Today” 

□アジア会長標語   ： 「ワイズ運動を尊重しよう」  “Respect Y’s Movement”  

□西日本区会長標語 ： 「ワイズ魂で、更なるワイズ活性化を！」 “Energizing Y’s Mens Clubs with the Y’s spirit” 

□九州部長標語    ： 「いま自分がワイズでできること」（今動き出す時・・・）”When you start moving now !” 
☆熊本みなみクラブ会長標語： 「みんなで繋がり、支え合おう」  

        ＜１０月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 １０月１８（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場 ホテル日航熊本 

１． 開式               司会：藤元ワイズ 

２． 開会宣言と点鐘            今井会長 

３． ワイズソング（いざたて）          全員 

４． 会長挨拶                今井会長 

５． ゲスト・ビジター紹介 

６． ハッピーバースデー・アニバーサリー 

７． 諸報告 

８． 食前感謝               川口ワイズ 

９． 食事 

１０．日本の心 和楽器 琴・尺八の調べ 

熊本筝（こと）演奏者協会会員 寺崎 温子さん 

都山（とざん）流尺八楽会会員 林田 沼山さん 

１１．なごりはつきねど      全員 

１２．閉会点鐘    今井会長 

 

＜１０月の誕生日＞ 

10/11 村上和枝メネット、10/15 中村勝子メネット 

＜１０月の結婚記念日＞ 

10/5 池澤誠ワイズ・理恵メネット 

10/22 川口圭子ワイズ・照男メネット 

10/31 杉野茂人ワイズ・美江メネット 

 

（今月の聖句） 

中島修子 

「疲れた者、重い荷を背負う者は、だれでもわたしのもとに来な

さい。休ませてあげよう。わたしは柔和で謙遜な者だから、わ

たしの軛(くびき)を負い、わたしに学びなさい。そうすればあな

たがたは安らぎを得られる。わたしの軛(くびき)は負いやすく、

わたしの荷は軽いからである。」 

マタイによる福音書１１章２８～３０節 

「すべての重荷を負って苦労している者は、わたしのもとにきな

さい。」このイエスの言葉は、信心深いユダヤ人に向けて語ら

れた言葉です。イエスの時代のユダヤ人にとって信仰とは宗教

をすることであり、その宗教が彼らの負担となっていました。イ

エスは、神を信じる心の中には。「重荷」ではなく「休息」がなけ

ればならないと言われています。 

 主イエスは、「わたしの荷は軽い」と言われます。神が与えら

れる「荷物」は、われわれの必要をみたすための荷物です。そ

の荷物を主が示された謙遜さをもって背負うとき、それはもは

や「重荷」ではなくなるのです。 私たちが思い荷物を負って、

困っているときにも、イエス様が一緒にその荷物を負ってくださ

います。私たちも、重い荷物を負って困っている人を見たらそ

の荷物を負ってあげられるようになれますように。 

☆ 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,   

２０１６－１７年度熊本みなみクラブ役員、委員一覧 
◇会    長  今井正文 
◇副 会 長   麻生伸一・後藤慶次 
◇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   池澤誠 
◇ドライバー   内村忠生、木佐貫浩一、麻生伸一 
   堀隆之、桑原純一郎、中村邦雄,、北條将人 
◇ブリテン広報 池澤誠、後藤慶次、宮崎靖大 
◇ファンド     藤元俊輔、杉野茂人、後藤慶次、宮崎靖大 
◇Ｅ Ｍ Ｃ   木佐貫浩一、村上博 
◇地域奉仕・Ｙサービス    内村忠生、杉野茂人、岡成也 
◇交   流    桑原純一郎、寺田節子、堀隆之 
◇ウエルネス   大村浩士、岡成也、永田雅三 
◇監   査     村上博  
◇メネット会長  今井和美 
◇連絡主事    藤川登士郎 
◇連絡会議担当 今井・桑原・池澤 

＜９月例会報告＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター ０名 

出席会員  １４名 メネット  ０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  ６３．６％ 出席者合計 １４名 

 



会 長 通 信   

 ２０１６年１０月４日 みなみＹＭＣＡ １９：３０～２１：００ 

 出席者 会長：今井  直前会長：池澤 書記：堀 会

計：中村 ドライバー：内村 ブリテン・広報：池澤 ＥＭ

Ｃ：木佐貫 Ｙサ・地域奉仕：内村 交流：桑原 ウェルネ

ス：大村 連絡主事：藤川 杉野 計１０名 

 

1. ９月２０日 ＥＭＣ例会の反省 

 ※木佐貫九州部ＥＭＣ主査の話がとても良かった。出

来れば具体的に進めて行きたい。例えば会長が例会

時に必ず「ワイズ読本」や「ワイズの手引き」を５分間だ

けでも読み上げる。 

2. １０月２日 第３５回九州部部会の件 

通常の部会が進行。 

3. １０月１８日 第１例会の件 

琴・尺八 寺崎温子様（菊池女子高の先生）、林田信夫様 

※約４０～６０分お願いする。 

4. １０月３０日 ジャガイモ到着 

車（ＹＭＣＡ）手配、参加者 他 

※藤元ファンド委員長が当日、個数や配送を指揮する。 

 ※当日参加者は約５～６名 

 ※前日が西中国部会なので、その参加者は少しきつ

いかも。 

5. 他クラブ訪問？      

１０月２９日 第１５回西中国部会  （岩国クラブ５周年）    

※参加者：今井会長、内村ｙｓ、桑原ｙｓ、中村ｙｓ、以上

４名参加 

※北九州クラブ６０周年記念例会 

参加者：木佐貫ｙｓ、桑原ｙｓ 以上２名参加 

※北九州クラブは６名入会。 

※キョーサレン参加者：２２日～２３日 

内村ｙｓ、２２日桑原ｙｓ、２３日今井会長  

※ジェーンズ３０周年記念例会 

１１月１２日（土）参加者：桑原ｙｓ、堀ｙｓ、今井会長  

１０月１５日まで出欠確認メールをクラブ内に出すこと。  

 

 第 1５代会長  今井正文 
「みんなで繋がり、支え合おう」 
 
秋の気配を感じる季節となりました 

１０月例会は、まさに秋の夜長を琴と尺八の素敵な音色で楽

しみたいと思います 

ジャガイモの季節にもなりました 

１１月６日のジャガイモ料理ショーも楽しみです 

遠目に見ると、威風堂々と鎮座している熊本城も、先日、内

部が映され、被害が想像以上であることが分かりました。こ

の先、徐々に修理復興されていくとはいえ、あらためて地震

の被害の大きさや未曾有の災害だったことを感じました 

自然の力の前には敵わないということ、人間個々の力では

太刀打ちできない無力感に呆然となります 

とはいえ、前向きに考えていかなければなりません 

みんなで頑張って、熊本復興に微力でも貢献できるようにし

たいと思います 

 

１０月第２例会報告 

 

６． 区大会実行委員会の報告 （ 東部ＹＭＣＡ ） 

※バス移動が大変。２時間かかる。 

※「みなみクラブ」は第一プログラム委員会のメンバー。 

当日の進行表とシナリオ（司会者）を作る事。 

７． ドライバー委員会 内村ドライバー委員長 

※司会：藤元ｙｓ 

８． ファンド委員会 

  リンゴジュースの件 ※完売、未納者２人 

  ジャガイモ発注 

９．ＹＭＣＡ 報告  藤川ワイズ 

１０．その他  

  ９月１８日「第１回九州部合同メネット会」   

    ※参加者：池澤ｙｓ、木佐貫ｙｓ       

１２月１８日ＹＭＣＡインターナショナルチャリテーラン  

※「みなみクラブ」担当は会場設営と撤収。場所は「カン

トリーパーク」     

 

 

９月ＥＭＣ例会報告 

 
内村忠生 

今月の例会は、私たちみなみワイズメンズクラブのＥＭＣ（E＝

Extension（クラブ拡張）、M＝Membership（会員増強）、 C＝

Conservation（会員の維持養育））を、メンバー全員で学び、み

なみクラブの健全なクラブ活動を継続しようという趣旨で、木佐

貫九州部 ＥＭＣ主査により貴重な学びの場を持つことができ

ました。 

私たちメンバーひとりひとりが、現会長すなわち今井会長の掲

げた「みんなでつながり、支えあおう」という会長主題を具現化

することを考え、そして会長を皆 が支え協力し合うことでワイ

ズメンズクラブの目的を達成することがドロップアウトを少なくす

ることや、誰もが為になったり、家族を誘ってもまた楽しい例会 

づくりが新入会員を増やしクラブの活性化につながることを今

一度、会長、副会長、会計、書記、ドライバー、ファンド、ウェル

ネス、ＥＭＣ、ブリテン、交 流、Ｙサ、地域奉仕などの委員長・

委員が自分の役割を認識し、より良い働きを考えることを全員

が共有し誰もがクラブ運営に参加するという基本的な考え方を 

学びなおす機会を与えられた例会でした。 

 

寺崎 温子（あつこ）さん    

済々黌より奈良女子大理学部卒 

平成８年、宮城（みやぎ）社大師範取得 

筝曲（そうきょく） 宮城会会員 

熊本筝（こと）演奏者協会会員 

 

林田 沼山（しょうざん）（信夫）さん 

済々黌より熊本大薬学部卒 

平成１０年、都山（とざん）流大師範 取得 

都山（とざん）流尺八楽会会員 

１０月例会卓話者プロフィール 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

第3部懇親会ではまず熊本ひがしクラブ岩本会長から熊本

地震のワイズメンズクラブとしての活動報告があり、これか

らもワイズメンズクラブとして"復興"支援の必要があるのだ

なと思いました。 

DBC(兄弟クラブ)の岩国みなみクラブからもお二人来られ

ていたので一緒に写真を撮りました。 

九州部会報告 

 

 

 

九州部合同メネット例会報告 

木佐貫浩一 

9 月 18 日(日)にワイズメンズクラブの九州部合同メネット例会

がホテル日航熊本で開催されました。昨年までは毎年 10 月に

開催される九州部部会の中で行われていたため、なかなか合

同メネット例会の方には参加することはありませんでした。毎

回素晴らしい内容でメネット例会を開催していたということで、

今年は別の日に開催してたくさんのワイズメンにも参加しても

らおうということになりました。 

各クラブのメネット会長やメネット、西日本区理事・役員、九州

部部長・主査、そしてワイズメンらが沢山参加したので 90 名弱

の参加になりました。各クラブの近況報告や西日本区大会の

アピールがありました。 

そして、不登校児、ひきこもりなど子供のためのフリースクー

ル"エスペランサ"の代表で次期九州部部長の小田哲也ワイ

ズに卓話をして頂きました。 

・勉強ができないことがコンプレックスになるため、勉強もしな

がら、自ら考える機会を作る(調理実習など) 

・いろんな大人の話を聞く時間を作る。 

・体験の機会を作る、ボランティア体験も大事(ありがとうや助

かったと言われることを体験できる) 

・お米作りをして物を大切にする心をたかめる  など 

子供たちが自信をつけるための大人のミッションとは？子供た

ちが元気になるためには？などいろいろ考えさせられました。

そして、"異なる"を大切にしないといけないのだなと思いまし

た。いい卓話でした。 

  

 

九州部ＥＭＣ事業主査 木佐貫浩一 

ワイズメンズクラブの九州部部会が開催されました。 

西日本区全体から集まり 150 名位の参加でした。 

僕ら九州部の主査もホスト役だったのですが、宮﨑九州部

部長が所属する熊本ひがしクラブのメンバーは本当にホス

トクラブとして素晴らしかったです。みんなでこの日に合わ

せてメン、メネット共にワイズメンズの紺色のジャケットを着

用して、また、胸にはこの時期のハロウィンのオレンジ色の

ポケットチーフを入れ、そして、ハロウィンの蝶ネクタイをつ

けたりという統一感は見ていて感動的でした。 

そして、熊本県以外からのワイズメンのテーブルには一人

ひとりずつ座り、おもてなしをしていました。熊本ひがしクラ

ブの団結力の強さを感じました。 

第 1 部式典ではバナーセレモニーや来賓祝辞、事業主任

あいさつがありました。第 2 部基調講演では"ワイズの働き

と YMCA とのかかわり"についての講演がありましたが、始

めの"YMCA のブランディング"の話は大事なことだと思い

ましたし、鹿児島 YMCA 設立には大変なご苦労があったこ

とが分かりました。 

リーダー感謝祭でベストリーダーに輝いた 

レモンリーダーからのお手紙 



 

 

編集後記 

今月のブリテンは話題が沢山あり、内容が豊富なものとなり

ました。増ページもやむを得ないかとも思いましたが、なんと

か通常通りのページ数におさめることができました。そんな

中、なんと今月一番大きな写真はユキヒョウのスピカとなりま

した。村上ワイズありがとうございました。 

                    ブリテン委員長 池澤 誠 

連絡主事 藤川登士郎  

 先日の１０月１０日（祝）に全体職員研修が行われました。

今回はＹＭＣＡブランディングをテーマに行われました。秋寄

光輝さんが日本ＹＭＣＡ同盟ブランディング広報戦略タスク

チームのメンバーとして、ＹＭＣＡブランドコンセプトを東京、

横浜、大阪、神戸、広島のタスクメンバーと共に作成を進め

られています。 

 日本のＹＭＣＡは著しく変化する社会情勢の中で今後どの

ような働きをしていくのかが共通の課題となっています。私

たちのＹＭＣＡは世間からどのようなイメージ、評価を頂いて

いるのか、その調査結果を詳しく分析し、見直しを進めなが

ら、新しいＹＭＣＡのブランドを確立させていきます。 

 また、今回の研修では様々な課題や問題点が出されまし

た。それらを共有し、「事業復興三カ年計画」に落とし込んで

いくことが望まれます。熊本地震が発生したことで、私たち

はＹＭＣＡを支える多くの方々の存在をあらためて確認し、Ｙ

ＭＣＡの底力を感じることができました。 この貴重な経験を

活かし、新たなブランドと共にまた力強い一歩を踏み出そう

としています。今後とも皆様のお支えと励ましをよろしくお願

いいたします。 

 

１０月１０日（祝） 熊本ＹＭＣＡ全体職員研修 

１０月１２日（水） みなみＹＭＣＡ運営委員会 

１０月１４日（金） 第１回国際協力青少年育成年末募金委

員会 

１０月２９日（土） 国際協力青少年育成年末募金キックオフ

ミーティング 

１1 月１０日（日） はませんボランティア活動（浜線美化活

動） 

１１月１３日（日） 平和月間チャリティイベント 

 

 桑原純一郎 

１０月７日の第１２回実行委員会の報告です。  

今回は主に、各委員会から提出された予算について審

議されました。  

参加予定者は７５０名で予算化されます。登録委員会か

らは、登録申込を クラブ単位ではなく個人単位にする、

案内書の発送は１月上旬の予定で、各会の金額（ゴル

フ・前夜祭・弁当・フェローシップ・バス料金など）を早く決

めて欲しいと、少々あせりぎみです。次回の委員会で決

定されるでしょう。  

広報委員会は、ホームページを作成中で年内に完成予

定とのこと。  

第１プログラム委員会からは、司会者が吉田ｙｓと亀井ｙｓ

（にしクラブ）に決まったこと、  

先日、菊池市文化会館を視察したことが報告されました。 

 

視察には僕も参加しましたが、周囲の狭い道路で、送迎

バス１５台以上が一斉に 出発するとなると、ベテランの

バス誘導係が必要ではないかと思います。予算はなるべ

く節約する方針ですが、会場が２カ所に分かれる費用（２

日目の会場費約６０万）や、送迎バスのべ１７台（約１００

万）などの費用が嵩むことになりそうです。  

次回の委員会は１１月４日（金）１９：００東部ＹＭＣＡで開

催されます。  

以上 

ユキヒョウ「スピカだよ、しばらくの間よろしく」 

 

４月の熊本地震で熊本市・動植物園も大きな被害を受

け、まだ、再開のめどが立っていません。アムールトラの

チャチャなど５頭の猛獣たちは九州各地の動物園に避

難中です。 

猛獣は、とても繊細です。公開されているのは大牟田市

動物園に預けられている中央アジアの高地に生息する

ネコ科の動物、ユキヒョウのスピカだけです。九州で飼

育されているユキヒョウはスピカ１頭だけ、とても珍しく、

大牟田市動物園ではすでに一番の人気モノだそうです。 

特別寄稿 村上博 

 

 

被災地・熊本から緊急避難 

大牟田市動物園で一般公開 

熊本みなみ YMCA 通信 

第１１回区大会実行委員会報告 

 


