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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」  

        ＜１月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 １月 17（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場 ホテル日航熊本 

 

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 

８． 食前感謝                池澤ワイズ 

９． 食事 

１０.．卓話「ハワイの歴史と踊り」  

宮本利香様他５名のインストラクターの皆様 

１１．なごりはつきねど       全員 

１２．閉会点鐘     今井会長 

 

＜１月の誕生日＞ 

1/5 寺田節子ワイズ、1/10 中村邦雄ワイズ、 

1/15 川口圭子ワイズ、1/19 木佐貫浩一ワイズ 

1/2 木佐貫恵美子メネット、1/5 川口照男メネット 

＜１月の結婚記念日＞ 

1/8 堀隆之ワイズ・禎子メネット 

 

（今月の聖句） 

 

岡 成也 

 

「新しいぶどう酒は、新しい革袋に入れるものだ」 

マルコによる福音書２章２２節 

 

イエスは、徴税人や罪人と交わり、罪人を招くために来られ

た。罪を赦す権威を行使された。イエスを受け入れるために

は、先入観を廃さなければならない。今一度、神の民として生

きるとはどういうことかを考え直さなければならない。 

イエスの生きた時代、そして現在も同じように自分の価値感や

あり方を絶対化していないだろうか。２０１７年、新年を向かえ

心機一転、今年こそ・・・・と。大きな夢と希望、志をいだきます。

そして、熊本地震から復興も祈ります。神様にいかされている

ことに感謝を忘れず、誠実に生きたいものです。 

☆ 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 

＜１２月例会報告＞ 

在籍会員  ２３名 ビジター ０名 

出席会員  １６名 メネット  ４名 

広義会員  なし コメット  ７名 

ゲスト    ０名 みなみＹ招待１名 

出席率  ６９．６％ 出席者合計 ２８名 

 



会 長 通 信   

 

 ２０１７年１月 10 日 みなみＹＭＣＡ １９：３０～２０：３０ 

 出席 今井会長 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 橋本 連絡主事：秋寄 以上８名 

 

1. １2 月１8 日 チャリテｲランの反省 

※今井会長・杉野・内村・橋本・池澤のチームで優

勝！ 

※里芋ファンド２４ケース完売。 

 

２． １2 月 20 日 クリスマス例会の反省 

※収支は杉野ワイズや今井会長のご厚意の品が有

り、大きな赤字は出なかった。 

※今回はケータリングで食事を用意したが、ガストは

考えたほうが良い。 

 

３． 区大会実行委員会の報告 （ 東部ＹＭＣＡ ）桑原ワ

イズ 

※特に変化は有りませんが、第一プログラムを作って

いますとの事。（桑原ワイズ） 

 

４． ファンド委員会 

※里芋ファンドは残り３箱は杉野ワイズ購入。完売。 

※「玄米もち」と「落花生」ファンドの話が出た。 

 

５． ＹＭＣＡ 報告  秋寄ワイズ 

  ※チャリティーダンスパーティー毎年１１月開催、今年は

２月に変更。クラブ負担金￥1,000×10 枚＝￥10,000 です。 

 

６．  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  参加者 桑原、岡、今井  

  ※１０６名の参加。韓国からも数名の参加。 

 

 第 1５代会長  今井正文 

「みんなで繋がり、支え合おう」 

 

新年おめでとうございます 

昨年は熊本にとって忘れられない年になりました 

被災された方々にとって、今年は必ず復興・再生する年にな

ってもらいたいものです 

寺田寅彦の言葉のように「天災・災難は忘れたころにやって

きます」 

日頃から備えを怠らないように準備したいと思います 

さて、みなみクラブの会長職の任期も半年を切りました 

メンバーの皆様に支えていただきどうにかやってきましたが

まだまだ当初の活動目標は達成しきれていません 

今一度メンバーを増やしクラブの活性化を図っていきたいと

思います 

今月はフラダンス例会です、皆で楽しみましょう 

今年がワイズの皆様にとって素晴らしい１年となりますように 

祈念します 

 

１２月第２例会報告 

7．１月１５日(日)１３：３０西日本区大会 袋詰め発送作業      

  参加予定者：桑原、池澤、中島、杉野、今井 

  ※西日本区大会の資料配布のための作業。 

 

8．その他  

１月１７日 フラダンス例会 ※参加者が少し少ないの

で、お声掛けして増やしていきたい。 

 

ＹＥＳ募金の件   ※保留 

 

芦屋クラブ返信の件 ※今井会長に連絡を一任。 

 

   １月１１日 運営委員会   

※運営委員の杉野、内村と中島、大村、中村、今井が参加。 

 

岩国クラブとのＤＢＣについて  他 ※６月の熊本で行わ

れる「西日本区大会」の前に来熊予定。 

 

 

１２月クリスマス例会報告 

 
内村忠生 

今年のクリスマスパーティは、大村ファミリー、藤元ファミリー、

北條ファミリー、そして小水流ｙｓのコメットである上田ファミリー

の参加で子供 7 名を含む２８名の参加で始まりました。 

例会後の岡ｙｓの乾杯の音頭でガストのパーティープレートにロ

ーストチキン、馬しゃぶ鍋と魚介鍋、クリスマスケーキとクリスマ

スらしい料理が並ぶなか、ゲームは大人のビール早飲み、子

供のお茶早飲み、初登場のジェスチャーゲームでは小水流ｙ

ｓ、桑原ｙｓの迷演技に会場を沸かせていました。 

その後のじゃんけん５０円総取り、ビンゴゲームではたくさんの

景品にそれぞれが悲喜こもごもと、うれしい楽しいにぎやかな

時間をメンバーとともに過ごすことができた１２月２０日の夜でし

た。 

 

今井会長挨拶 

 

ビール早飲み競争① 

 

ビール早飲み競争② 

 

 

 

ジュース 

早飲み競争 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

第一回熊本ＹＭＣＡインターナショナル

チャリティーラン２０１６ 参加報告 

内村忠生 

合志市にある農業公園カントリーパークにて、第一回熊本ＹＭ

ＣＡインターナショナルチャリティーラン２０１６が開催され、み

なみクラブでは、サザンクロスチームとして今井会長、杉野ｙ

ｓ、池澤ｙｓ、橋本ｙｓ、内村ｙｓの５名でグループランに出場し申

告タイム３５分に対して、なんとなんと５秒の誤差で６０チーム

中第一位という成績を収めることができたのは大村ｙｓファミリ

ーの心強い応援もあり、青天の霹靂、日ごろの行い、神様の

プレゼントとしか言いようのない、なべしまの食事券１００００円

とともに大変大変喜ばしい結果となりました。 

また、みなみクラブとして里芋ファンドの販売も行いましたが、

本日は１２月にはめずらしくぽかぽか陽気と１０００名近い多く

の参加者もあり２５ｋｇすべて完売となったことも、日曜日の寒

い朝から出かけてきた思いも忘れてしまうようなバンザイな気

持ちで終了することができました。 

 

 

 

藤元ファミリー＋１ 

 

なぜかトナカイ頭の 

秋寄サンタ 

 

ビンゴゲーム 

 

じゃんけん５０円 

総取りゲーム 

 

北條ファミリー 

 

大村ファミリー 

 

ビンゴゲーム司会 

小水流コメット 

（上田さん） 

 

小水流、上田ファミリー 

 

アニバーサリー 

記念品贈呈 

 

表彰式 

 

 

 

 

 

里芋販売 

 

ジェスチャーゲーム 



 

 

 

 

編集後記 

熊本みなみワイズメンズクラブブリテンをご覧の皆様、あけま

しておめでとうございます。 

今月は新年早々ということもあり、第 2 例会（企画例会）が通

常より 1 週間遅く開かれました。その分、執筆者への原稿依

頼が遅くなり、原稿締め切りもタイトなスケジュールとなってし

まいました。それにもかかわらず、みなさんしっかり原稿をお

寄せいただき、無事にブリテンを完成させることができまし

た。ご協力に感謝いたします。 

どうぞ皆様今年もよろしくお願いいたします。 

 

                    ブリテン委員長 池澤 誠 

連絡主事 秋寄光輝  

皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い

します。みなみ YMCA も１月４日からスタートし、たくさんの

会員の皆様にご利用いただいています。昨年は大変な１年

でしたが、今年は笑顔が溢れ、希望に満ち溢れた１年にな

ることを願いたいと思います。皆様の上にも神様の豊かな

祝福がそそがれますようお祈りいたします。 

 

１月２２日（日）１０：００～１５：３０ 

みなみ YMCA チャリティイベント 

１月２５日（水） 歌声わいわい 

１月２８日（土）９：３０～１１：００ 

ボランティアデー（花岡山清掃） 

１月３０日（月）６：３０～７：３０ 

熊本バンド１４１周年早天祈祷会 

 内村忠生 

熊本での２０１６年は、火責め・水責め・揺さぶりと災い続きの

年でありました。 

しかしながら、人間とは逆境に立てばたつほど強くなるといわ

れています。私たちみなみクラブもメンバー同士のつながりを

より強固なものにして、みなみセンターはもちろんのこと熊本

ＹＭＣＡへの支援を強くしていきたいという思いから、２０１６年

をバネにして新たな２０１７年へ羽ばたく為の忘年会を行いま

した。 

 

熊本みなみ YMCA 通信 

２０１６年忘年会報告 

 

ＹＭＣＡスタッフ紹介 

 
眞西優治（まにしゆうじ） 
リーダー名：ゆうゆうリーダー 

熊本 YMCA グローバル教育事業部 主任 

学生時代、YMCA キャンプリーダーをやって 

いました。 

 

木村成寿（きむらなるとし） 
リーダー名：ファイヤーリーダー 

熊本 YMCA ウエルネス事業部 部長 

現在ながみねファミリーYMCA 所属 

次年度みなみ YMCA 館長として着任されます。 

みなみＹＭＣＡ運営委員とみなみワイズの 

懇親会（新年会）報告 

 中島修子 

去る１月１１日（水）、八木八
や ぎ や

（中央区南坪井町）にて、みなみ

ＹＭＣＡ運営委員会およびみなみＹＭＣＡ運営委員とみなみワ

イズの懇親会（新年会）が行われ、運営委員１２名（中村ワイ

ズ・杉野ワイズ・内村ワイズ・後藤ワイズ・村上ワイズは運営

委員を兼ねておられます。）と今井会長・大村ワイズとわたくし

中島が出席し、ＹＭＣＡ職員４名を含め、総勢１９名の参加者

の出席によりにぎやかに執り行われました。 

みなみＹＭＣＡ運営委員会の新年会に、同じくみなみＹＭＣＡ

をサポートしているワイズメンズクラブの方もぜひとのお誘い

があり、今回懇親の時が持たれました。 

まず新年会に先立ち、運営委員会が執り行われ、２０１７年度

から新たにスタートする「熊本ＹＭＣＡ地域支え合い運動３カ

年計画策定」についての説明、みなみＹＭＣＡの１２月の事業

報告、これから予定されている事業報告がなさました。 

新年会懇親会は、岩永副委員長の乾杯から始まりました。運

営委員の方々の新年の抱負と自己紹介がなされ、久しぶりに

みなみの運営委員のみなさのお顔を拝見できたことはとても

うれしく、みなさまがＹＭＣＡを愛していらっしゃることを改めて

実感いたしました。 

日ごろなかなかコミュニケーションを取りにくい運営委員の

方々。だからこそ、こういった機会にしっかりとコミュニケーショ

ンを取り、さらに協働してみなみＹＭＣＡのサポートできればい

いなあーと思いました。会話も弾み、終始和やかな雰囲気の

中、内村ワイズの締の挨拶でおひらきとなりました。 

 

 

卓話者のご紹介 

 
石田 智子（イシダ トモコ）様、 

川口 好佐子（カワグチ ヒサコ）様、 

林田 美紀（ハヤシダ ミキ）様 

小山 麻美（オヤマ アサミ）様 

宮本 利香（ミヤモト リカ）様 

増田 美江（マスダ ヨシエ）様 

 


