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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」  

        ＜11 月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 １１月１５（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場 ホテル日航熊本 

 

１． 開式               司会：宮崎ワイズ 

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． 入会式               橋本 大耶様 

８． 諸報告 

９． 食前感謝               村上ワイズ 

１０．食事 

１１．卓話「益城町総合体育館避難所悲喜交交」 

みなみセンター館長  秋寄光輝様 

１２．なごりはつきねど      全員 

１３．閉会点鐘    今井会長 

 

＜１１月の誕生日＞ 

11/1 中島修子ワイズ、11/23 永田雅三ワイズ 

 

＜１１月の結婚記念日＞ 

11/11 木佐貫浩一ワイズ・恵津子メネット  

 

（今月の聖句） 

藤川登士郎 

 「神は、あらゆる苦難に際してわたしたちを慰めてくださるの

で、わたしたちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦

難の中にある人々を慰めることができます。」 

                コリントの信徒への手紙二 １章４節 

 「あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたを支えてくださる。」 

詩編 55:23 （旧約聖書） 

 

  益城町総合体育館避難所、御船町スポーツセンター避難所

が閉所になり一つの節目となりました。 

これまで数多くの困難を超えてこの日を迎えることができた

のは、多くの YMCA を支える方々がいたからこそ成しえられた

ことだと思います。そして、私たちを支える神様の存在があった

からでしょう。 

  聖書の中でしばしばイエスは弱っている人々に対し、励まし

の言葉をかけています。それは一貫して「安心しなさい。いつも

私がそばにいます。」というメッセージではないでしょうか。 

 弱い私たちにはいつも誰かの支えが必要です。「あなたの重

荷はわたしに任せよ。」というイエスの言葉は私たちを強く勇気

づけてくれます。               （次ページへつづく） 

 

☆ 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 

＜１０月例会報告＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター ２名 

出席会員  １７名 メネット  ０名 

広義会員  なし コメット  １名 

ゲスト    ２名 みなみＹ招待１名 

出席率  ７７．３％ 出席者合計 ２３名 

 



会 長 通 信   

 ２０１６年１１月１日 みなみＹＭＣＡ １９：３０～２０：００ 

 出席者 会長：今井 直前会長・ブリテン・広報：池澤 

書記：堀 会計：中村 ドライバー・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 秋寄  

杉野 以上１０名 

 

1. １０月１８日 琴・尺八例会の反省 

※話も分かりやすく、出来ればお正月に再度お呼びし

たい。※お琴があんなに軽いとは思わなかった。 

2. １０月２９日 岩国、西中国部会の件 

   ※約１３０名が参加。「山賊」で会食。  

※入佐実行委員長から費用が出される旨連絡あり。 

3. 区大会実行委員会の報告 （ 東部ＹＭＣＡ ） 

※シナリオは桑原ワイズが第一プログラムを書く予定。 

４． ドライバー委員会 内村ドライバー委員長 

※卓話者：秋寄みなみＹＭＣＡ館長 

 内容：熊本地震、益城町避難所でのお話 

 司会：宮崎ワイズ   食前感謝：村上ワイズ 

 バースデー：２人   アニバーサリー：１組 

５． ファンド委員会 

  ジャガイモ・カボチャ 

  ※注文分じゃがいも１３０箱、かぼちゃ８０箱 

→じゃがいも完売、かぼちゃ後３０箱残り。 

  ※３種盛り１０ケースはＹＭＣＡのファンドに入れる。 

  

 

１１月第２例会報告 

 

６．ＹＭＣＡ 報告  藤川ワイズ 

  ※みなみＹＭＣＡに「みなみワイズメンズクラブのファンド」

から冷蔵庫を贈呈。￥３５，０００位。 

７． その他  

・10 月 22・23 日 きょうされん報告 

※クラブから 3 人参加。 

・11 月 12 日 ジェーンズクラブ３０周年 

※参加：桑原ワイズ、堀ワイズ、中村ワイズ、 

北條ワイズ、今井ワイズ 杉野ワイズ以上６名参加予定 

  ・他クラブへブリテン発送の件 

※ＤＢＣ（芦屋クラブと岩国みなみクラブ）西日本区理事

はブリテンを発送。残りの「九州部各クラブと西日本区

の主任」にはメールで送る。（確認後） 

・12 月 18 日ＹＭＣＡチャリテーランエントリー、広告・協賛？ 

※実行委員会の桑原ワイズ： 

１１月２日まで参加人数を募る。 

・むさしクラブ２０周年・熊本地区合同新年例会・九州部新

年賀詞交換懇親会（１月９日（月祝）１７：００ホテル日航熊本） 

  ※来月再度第二例会で話し合う予定。 

・チャリティーコンサートのチケット代 

￥５００×１０枚＝￥１５，０００を買い取る。 

ファンド会計より支出。 

 

 

１０月和楽器例会報告 

 
藤元俊輔 

10 月は日本古来の和楽器に親しむとの事で「箏・尺八によ

る和楽例会」を開催いたしました。卓話いただきましたのは、

熊本箏演奏者協会会員の寺崎温子さん・都山流尺八楽会会

員の林田沼山さんです。 

例会開始前に会場に入るとさっそく美しい和楽器の音色が

聞こえ普段の例会とはまたひとつ違った雰囲気に包まれて例

会はスタートしました。 

卓話が始まると寺崎さん林田さんお二人による箏と尺八の仕

組みや楽器の成り立ちなどのお話しをいただき、その後演奏

が始まると和楽器の奏でる音楽の心地よさに皆さん引き込ま

れました。和楽器の魅力に興味深々になった皆さんは質疑応

答に入るとお二人に次々質問を行い演奏中の清らか雰囲気と

は打って変って非常に活気のある例会となりました。 

 

 今月の聖句 つづき 

 

  これから熊本 YMCA は仮設住宅への支援を開始し、新た

な段階に入ります。この度の震災で私たちは被災者であ

ると同時に支援者であるというシビアな状況の中にありま

した。でも、神様から頂いた慰めを震災に苦しむ人々の慰

めに変えることができました。皆さまのお支えと神様のお

支えを力にかえて、これからも同じ支えを必要とする方々

と共に、私たちは歩みを強めていきます。 

 

 第 1５代会長  今井正文 
「みんなで繋がり、支え合おう」 
 
立冬も過ぎ、１年は早いもので、来月は師走です。 

今年は、４月の大地震に見舞われ、震災で被害に遭われた

方々はもちろん私たちにとっても、あっという間の１年ではな

かったかと思います。 

さて、みなみワイズも先月は、西日本区部会で岩国訪問、今

月は恒例のジャガイモショー、他クラブの周年行事等、相続

きました。 

会長職も、はや半年となりますが、まだまだやり遂げられな

いことばかりです。今月は、杉野ワイズがスポンサーの橋本

さんが入会となります。皆で、さらにみなみワイズを盛り上げ

ていきたいと思います。 

季節がら寒暖差が大きくなる季節です。 

くれぐれも体調を崩さないようにご自愛ください。 

 

 

ビジター橋本大耶様 

 

箏曲 寺崎 温子様 

 

ビジター 谷 里見様 

 

尺八 林田沼山様 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

西中国部会報告 

きょうされん熊本大会ボランティア報告 

熊本ＹＭＣＡ会長の福島ワイズの要請によって、熊本県立劇場

で開催される「きょうされん熊本大会」のボランティアとして、今

井会長、桑原ｙｓ、内村ｙｓが参加してまいりました。 

きょうされん熊本大会では、全国から障碍者の働く場でもある共

同作業所の職員や仲間が２０００名超来場し、セミナーやパネ

ルティスカッションそして各グループに分かれてのワークグルー

プなどが催されました。 

今井会長は水前寺駅での来場者への案内係、桑原ｙｓ・内村ｙｓ

は会場での障害を持つ方の付き添いをさせていただきました。 

 

 

晴天が広がる。１０月。私たちみなみクラブがＤＢＣを結ぶ岩

国みなみクラブがホストを務める西中国部会への参加をい

たしました。 

今期は、岩国みなみクラブの佐竹西中国部部長よりお招き

をいただき、今井会長、中村ｙｓ、桑原ｙｓ、内村ｙｓの四名が、

今井会長の車で会場となる山口県のいろり山賊へと向かい

ました。道中は気持ちの良い秋晴れに恵まれ、予定通りの

到着です。会場ではすでに受付が始まっており、熊本のワイ

ズメンや西中国部のワイズメンとあいさつを重ねて、会場の

中へ。まるで神社かお寺かと慮るような雰囲気の建物では、

ハロウィンの飾りに迎えられ、ちょうちんや甲冑に囲まれた 

大広間に総勢１３０名ほどが所狭しと並んで鎮座するさま

は、どこかの苦行のようでもありましたが、佐竹西中国部部

長や西日本区理事でもある岩本ワイズのあいさつで始まり、

バナーセレモニー、活動報告も終わり、続いて岩国みなみク

ラブの５周年のあいさつと続きます。 

 

ジャガイモ荷卸し 
 

 
今年のジャガイモは、台風に見舞われた北海道十勝の状

況を鑑みると幾ばくかの心配がありましたが、例年通り吉

本ワイズの工場でのジャガイモ荷卸しが１０月 30 日に開催

されました。 

今年もジャガイモ１３０箱、かぼちゃ８０箱を藤元ファンド委

員長が準備された軽トラックと、今井会長運転のＹＭＣＡワ

ゴンへ積み込んで、いざ、みなみセンターへ到着し参加者

で力を合わせて荷卸しを行いました。 

すでにジャガイモは残り二箱という状況でもあり、今年のよ

うに地震災害がいつもあるわけではないのですが、いざと

いう時に必要なファンド資金を増やしていくためにも来年は

もう少し増やしてみたらどうだろうかという意見も出たところ

です。 

 

 

会場を同じくし懇親会では皇牛(すめらぎぎゅう)のサーロイン

ステーキを炭であぶって食す趣向や、おいしい日本酒もふる

まわれて往復の運転をしてくださった今井会長には申し訳な

く、ほろ酔いでの帰路へと駆け足での西中国部部会への訪

問となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西中国部佐竹部長 

 

 

 

 

 

西日本区岩本理事 

 

堤Ｙサ・ユース主任 



 

 

 

編集後記 

今月は紙面に比較的余裕があり、写真を多く掲載すること

ができました。写真を多くするのがいいのか、文字を大きくし

たり、行間を広くするのがいいのか、悩ましいところではあり

ます。これからは、ネット上でご覧いただくことも増えるであろ

うという最近の事情を考えて、写真を多くしてみました。いろ

いろとご意見をいただければと思います。 

                    ブリテン委員長 池澤 誠 

連絡主事 藤川登士郎  

 めっきり朝夕の冷え込みが強くなりました。早くも巷ではク

リスマスのイルミネーションが灯され始めました。国際協

力青少年育成年末募金もスタートです。今年はより一層、

募金に人のあたたかみを感じる年末となりそうです。 

 

１１月１３日（日）チャリティ平和イベント 

    ２０日（日）熊本地震復興チャリティ水泳合同記録会 

１２月 ４日（日）国際協力青少年育成年末募金街頭募金 

（ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本店・はませんゆめタウン） 

    １１日（日）みなみ YMCA クリスマス祝会 

    １３日（火）市民クリスマスチャリティイベント 

    １８日（日）YMC インターナショナルチャリティラン 2016 

 

 

 桑原純一郎 

 １１月４日開催された実行委員会の報告です。  

今年度内に水前寺ワイズメンズクラブ（仮称）が設立され

ることになり、西日本区大会で チャーターナイトを開催し

たいとの要望が提出されました。 

プログラム委員会としては 「それでなくても時間がないの

に、大変なことになった・・・」というのが本音です。  

 又、登録案内書類の内容が検討されて、今月末までに

料金関係が決められて印刷物は １２月末までに作られ

て、１月中旬頃発送されます。発送作業を各クラブに割り

振って、 多くのメンバーが作業に参加されるようにしよう

ということが検討されています。  

 第１プログラム関係では、バナーセレモニーの方法や、

熊本地震活動報告を DVD にして、 菊池からホテル日航

への移動中にバスの中で観て頂き、全員に DVD を配布

するという アイデアを提案しました。 

次回は１１月２９日に開催されます。 

以上 

 

第 10 回ジャガイモ料理ショー 

毎年恒例のジャガイモ料理ショーも第 10 回を迎えて記

念すべき開催となり、29 名の参加者を集め盛大に開催

されました。 

このジャガイモ料理ショーは、私たちみなみクラブのメン

バーの親睦、そしてビジターを招待してのお披露目と、

本来の趣旨であるジャガイモファンドの推進を目的とし

ています。 

今回は日曜日の開催ということもあり、午後からゆっくり

と準備を始め、順次料理が出来上がっていく中に、味を

確かめ。舌鼓を打っておいしいお酒とのコラボレーション

を楽しむ人々であふれかえるような緊張感が広がってゆ

きます。 

お酒も回ったところで採点用紙を回収し、審査結果の発

表を時遅しと待つ出品者の顔を見ながら、いよいよ審査

結果の発表です。 

今年の最優秀料理賞は昨年に続き、シェフ堀に栄冠が

輝き。「徹夜で頑張った」とのコメントにその場の参加者

も納得の笑顔で賞を称える様が一様に素晴らしい光景

ではないかと感じたようでした。 

 

熊本みなみ YMCA 通信 

第１１回区大会実行委員会報告 

 

 

宮崎ワイズ 

じゃがグラタン 

 

大村メネット 

じゃがモンブラン 

 

杉野ワイズ たこ

焼風ジャガボール 

 

内村ワイズ 

ジャガガレット 

 

ビジター 大野様 
ジャガオランデール 

 

生駒ワイズ 
（スピリットクラブ） 

ジャガベーコン 

 

堀ワイズ 

ジャガタルト 
 

 

 


