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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」  

        ＜１２月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 １２月２０（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場 B’cafe（ベーズカフェ） 

<第 1 部＞ 

１． 開式               司会：内村ワイズ 

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 

 

<第 2 部＞ 

８． 食前感謝               中村ワイズ 

９． 乾杯 

１０.．ゲーム 

１１．なごりはつきねど      全員 

１２．閉会点鐘    今井会長 

 

＜１２月の誕生日＞ 

12/19 藤元俊輔ワイズ、12/18 麻生雅子メネット、 

12/19 中島裕二メネット、12/23 杉野美江メネット 

＜１２月の結婚記念日＞ 

12/6 大村浩士ワイズ・雅代メネット 

 

（今月の聖句） 

中村邦雄 

「その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れ番を

していた。すると、主の天使たちが近づき、主の栄光が周りを照

らしたので、彼らは非常に恐れた。」 

ルカによる福音書２章８～９節 

 

１２月はクリスマスの月です。クリスマスツリーやサンタクロース

は北欧の発祥でしょうが、聖書のイエス誕生の記述はイスラエ

ルのベツレヘムという町の話です。 

当時は電気のない時代ですから夜は本当に漆黒の闇であった

ことでしょう。そこに天使たちが現れて周囲を照らしたのですから

羊飼いたちはさぞ仰天したことでしょうが、この記述にはもう一つ

大事な意味があると思います。それはローマの支配下にあった

イスラエルに世の救い主が誕生したことを知らせる光の登場で

す。 

暗いほどそこに照らされる光は輝きます。今年熊本が体験した

心身ともに痛めつけられた暗い出来事にもかかわらず、イエス

の降誕のように神様が照らす光が私たちの心身をその輝きで包

んでくれることを確信して毎日を前向きに進みたいものです。 

 

☆ 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,   

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、橋本大耶 
◇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 

＜１１月例会報告＞ 

在籍会員  ２３名 ビジター ０名 

出席会員  １７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  ７３．９％ 出席者合計 １８名 

 



会 長 通 信   

 ２０１６年１２月６日 みなみＹＭＣＡ １９：３０～２０：３０ 

 出席者 今井会長、池澤直前会長/ブリテン委員長、広

報委員長、堀書記、中村会計、内村ドライバー委員長、

Y サ・地域奉仕委員長、桑原交流委員長、杉野ファンド

委員、秋寄連絡主事、以上８名 

１、 １１月１５日 橋本ワイズ入会式、秋寄みなみセンター 

館長卓話例会の反省 

※特になし。 

２、１１月１２日 ジェーンズクラブ３０周年参加の感想。 

  ※１６０名の参加。熊本みなみワイズメンズクラブも後５

年後に２０周年になるので、その時のために今から

積立が必要。 

￥５００／一人・月×１２ヶ月＝￥６，０００ ￥６，０００

×５年＝￥３０，０００／一人５年間 

￥３０，０００×２２名＝￥６６０，０００／クラブ全体。 

積立予算。 

３、１２月１８日（日） チャリティーラン参加・設営８：００集合

中村、橋本、桑原、池澤、内村、今井、杉野 以上７名

参加。 

 ※チーム名：「サザンクロス」 全員赤のジャケットを着る。

プラカード等は YMCA に依頼。 

４，１２月２０日（火）１９：３０（受付 19:00～）～21:30 

クリスマス例会  内村ドライバー委員長 

   ※  場所：：B’cafe（ベーズカフェ） TEL096-288-4830 

      中央区上林町 3-28 アントレ・ベービル 2F 

会費：メンバー：2000 円 メネット：2000 円  

小コメット：1000 円 ビジター：3500 円 

※イベント： 

「じゃんけん大会」「ビンゴゲーム」「早のみ大会」等。 

５、区大会実行委員会の報告（東部 YMCA）桑原ワイズ 

  ※水前寺クラブのチャーターナイトも行うとの事。 

６、ファンド委員会 

※里芋ファンドについての説明有り。 

 

 

 第 1５代会長  今井正文 
「みんなで繋がり、支え合おう」 
 
師走、なにかと慌ただしい時期です 

年内にやり残した事柄に、皆様走り回っておられることで

しょう 

さて、今年は４月の大震災を抜きに語ることができません 

また、水害等の天災に見舞われた１年でもありました 

思いもよらない、自然の猛威に恐れ、常日頃の備え、心

構えを今一度考えさせられました 

先月は、橋本ワイズが入会され、みなみにとって明るい

ニﾕ―スでした 

今月は、いよいよクリスマス会です 

今年１年を顧みて、また来年の鋭気を養い、新年を迎え

たいと思います 

皆様にとって来年が、素晴らしい年になりますように祈念

します 

 

１２月第２例会報告 

 

 

７、YMCA 報告 藤川ワイズ→秋寄ワイズ。 

※先日の募金でみなみセンターは「ゆめタウン」と 

「イオンモール」で去年のおよそ２倍の募金を集めた。 

８、１月９日（月、祝）１７：００  

ホテル日航熊本むさしクラブ２０周年 

 地区合同新年会例会 九州部新年賀詞交換懇親会 

  参加費 ８０００円    移動例会？ ビジター参加？ 

 ※移動例会にはせず、希望者だけのビジター参加にする。 

９、その他 

  芦屋クラブ返信の件 

   ※先方のブリテンの記事に「DBC 便り」を寄稿。 

※交流委員長の桑原ワイズに依頼。 

５００文字くらいで最近の情報を書く。 

  １月１５日（日） １３：００～１７：００ むさし YMCA 

     西日本区大会 袋詰め発送作業 みなみから３名？ 

岩国クラブとの DBC について  他 

 

 

 

１１月熊本地震報告例会報告 

 

内村忠生 

今日はみなみクラブにとっても、ワイズメンズクラブにとっても、

とても将来が楽しみな新しいワイズメンの誕生がありました。公

私にわたりみなみクラ ブメンバーや他クラブそして西日本区の

メンバーとの関わりや交流を増やして多くの見識を高めること

ができるように手助けしていくことができれば、うれしい ことで

はないかと考えています。 

また、熊本地震避難所として長期にわたって、地域の皆様の場

所であった益城町総合体育館が閉鎖となったことから、みなみ

ＹＭＣＡへ戻ってこられた秋寄館長の、避難所での様子や苦労

話などを卓話として聞かせていただきました。阪神淡路や東日

本を経験して避難所運営のノウハウを持った全国のＹＭＣＡか

ら の支援があり、多くの方が助けられたことや、ＹＭＣＡ以外に

も多くのボランティア団体とともに知恵や力を合わせて避難所

運営にあたってこられたことなど貴 重なお話を聞く機会を与え

ていただきました。例会の最後にみなみクラブのファンド委員長

から熊本ＹＭＣＡ総主事の岡ｙｓへ震災復興募金をさせていただ

きま した。 

尚、本日をもって連絡主事が藤川さんから秋寄館長に替ること

のみなみセンター藤川さんから報告がありました。 

 

 

橋本大耶ワイズ入会式 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

ジェーンズワイズメンズクラブ 

３０周年記念例会 参加報告 

北條将人 

 １１月１２日午後２時より、ＡＮＡクラウンホテル熊本ニュース

スカイにてジェーンズワイズメンズクラブの３０周年記念例会

が盛大に開催されました。熊本の各クラブのメンバーのみなら

ず、京都トゥービークラブや韓国プサン世宋（セジョン）ウーマ

ンクラブの方々まで国内外の方々が多数参集し、ジェーンズ

の３０周年をお祝いしました。記念すべき年にもかかわらず４

月には大きな地震が発生してしまい、一時期は開催も危ぶま

れたようです。しかし、むしろ、このようなときだからこそ記念行

事を開催し、復興の狼煙を上げるということに意義があるとの

ことで、田中会長以下ジェーンズのメンバーが一致団結して開

催に至りました。 

 まず第１部として記念例会が開催されました。会長挨拶や来

賓挨拶の後、記念事業として熊本ＹＭＣＡのスタッフをアメリカ

研修に送る計画があり、その記念事業目録の贈呈が田中会

長より岡総主事に手渡されました。 派遣されるスタッフには、

皆の善意と期待を一身に背負って、激動するアメリカで色々な

ことを吸収してきていただきたいと思います。また新入会員３

名の入会式も行われました。このような記念すべき例会にて

入会できる方は幸せですね。 

 第２部は「熊本地震！そのときＹＭＣＡは…」とのテーマで記

念講演が行われました。熊本地震に際して、ＹＭＣＡスタッフや

ワイズメン、専門学校生や留学生たちの活動報告がありまし

た。自分たちも地震で被害を受けているなか、被災者のため

に避難所の設置・運営や炊き出しなど、奮闘する方々のお話

を聞いて改めて敬意を覚えました。また、これらの活動には悲

壮さやいわゆる「やらされている感」はなく、自主的に、積極的

に、さらには語弊があるかもしれませんが「楽しんで」活動して

いる様子が見て取れました。これが息の長い活動の秘訣なの

かも知れません。 

 第３部はお待ちかね、懇親会です。会食中はニューオーリン

ズ・ジャズバンドの演奏がありました。軽妙洒脱ながら哀愁も

漂う古き良き時代のジャズ演奏がＢＧＭともなれば、お酒もつ

いつい進んでしまいます。美食、美酒と美曲（？）が揃い、皆さ

んは国の枠を超えて大いに懇親を深めていました。しかし、私

は栄養とアルコールの摂取に集中し過ぎてしまい、懇親では

なく酩酊を深めるばかりであったことを告白します。 

 懇親会が終わっても余力のある猛者どもは２次会へと突入

していきましたが、心身（とくに肝臓）とも目一杯となった私は

帰宅しました。ともあれ、充実した大成功の記念例会でした。 

 

 

 

 

バッジ授与 

 

秋寄光輝館長 卓話 

 

 

 

復興募金贈呈 



 

 

編集後記 

いよいよ今年もあとわずかとなりました。ブリテンの記事にも

クリスマス関係が多くなっています。また、今年一年を振り返

る時期でもあります。個人的にもいろいろと思うことはありま

すが、ブリテンに関しては製作するようになってまだ数か月、

まだなれないところも多く、四苦八苦しています。来年はもう

少し読みやすくできたらなと思っています。そんな中、今月に

は前半期入会のお二人の自己紹介を投稿してもらいました。

フレッシュなお二人の今後のご活躍をお祈りいたします。 

                    ブリテン委員長 池澤 誠 

連絡主事 秋寄光輝  

キリスト・イエスの生誕をお祝いする月となりました。今年は

様々なことが年度頭からあり、皆様におかれましても大変な

１年だったと思います。YMCA といたしましては、今後も熊本

の復興に少しでも寄り添っていけるように取り組んでいきた

いと思います。皆様のご協力を今後もよろしくお願いいたし

ます。素敵なクリスマス、良いお年をお迎えください。 

 

１２月行事 

 １２月１１日（日）みなみ YMCA クリスマス会 

 １２月１８日（日）第１回熊本 YMCA インターナショナルチャ

リティーラン 

 １２月２１日（水）歌声わいわい 

 １２月２３日（金）ぶどうの木幼児園クリスマス会 

 １２月３０日（金）年末年始休館（～１月３日まで） 

 

 

 桑原純一郎 

 １１月２９日の実行委員会では、登録受付委員会より

「参加要項・登録申込書」などの最終案が提示され、 詳

細が検討されました。先月までは案内書に差し込み印刷

をすることになっていましたが、印刷ミスを避ける ために

宛名シールを別に作って貼り付けることになりました。  

 案内書は透明袋に氏名とクラブ名のシールを貼り、クラ

ブ会長宛にまとめて発送されます。参加登録は インター

ネット申込が基本になります。申込書の発送作業は１月１

５日（日）１３：３０からむさしＹＭＣＡで 行われます。在熊

クラブから３名以上の参加が求められました。  

 みなみクラブが担当する第１プログラム委員会関連で

は、水前寺クラブのチャーターナイトが追加される ことに

なり、タイムスケジュール案が変更されました。ホテル日

航での懇親会は７５００円の食事で飲み放題付き、 オー

プニングは九州学院チアダンスが予定されています。 

熊本みなみ YMCA 通信 

西日本区大会実行委員会報告 

 

前半期新入会員紹介 

 

 

 

 ７月から入会しました北條です。ジェーンズの田中俊夫

会長の事務所に所属する弁護士です。私は千葉県出身

で、熊本は曾祖父の出身地という薄い縁しかありません

でしたが、平成１６年に天草に赴任して縁ができました。

天草の後は東京、横浜にて勤務しましたが昨年７月に来

熊しました。趣味はトライアスロンやギター（両方とも下手

ですが）などです。弁護士なのに知力より体力が取り柄で

す。よろしくお願いします。 

 

7月入会 

北條将人ワイズ 

 

 

 はじめまして。橋本大耶と申します。この度は熊本みなみ

ワイズメンズクラブに入会させて頂きまして、ありがとうご

ざいます。伝統と格式のあるワ イ ズ メ ン ズ ク ラ ブ の

名 前 を 汚 さ な い よ う に 精 進 し て ま い る 所 存 で

す 。 ま だ ま だ 若 輩 者 で は ご ざ い ま す が 、 ど う

ぞ 、 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。  

 

１１月入会 

橋本大耶ワイズ 

 

http://www.rid2700.jp/%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E5%86%85%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96/%E7%AC%AC2%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97/%E5%B0%8F%E5%80%89rc/

