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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」  

        ＜２月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ２月２１（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場 ホテル日航熊本 

 

１． 開式                司会：大村ワイズ 

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                 堀ワイズ 

９． 食事 

１０.．卓話    北條将人ワイズ、 橋本大耶ワイズ 

１１．なごりはつきねど       全員 

１２．閉会点鐘     今井会長 

 

＜２月の誕生日＞ 

2/5 内村忠生ワイズ、2/25 桑原純一郎ワイズ、 

2/26 池澤誠ワイズ、2/28 大村浩士ワイズ 

2/19 岡陽子メネット 

＜２月の結婚記念日＞ 

2/2 永田雅三ワイズ・良子メネット 

2/8 後藤慶次ワイズ・昌子メネット 

 

（今月の聖句） 

中島修子 

 

「そこで、天の国は次のようにたとえられる。十人のおとめがそ

れぞれともし火を持って、花婿を迎えに出て行く。そのうちの五

人は愚かで、五人は賢かった。 愚かなおとめたちは、ともし火

は持っていたが、油の用意をしていなかった。賢いおとめたち

は、それぞれのともし火と一緒に、壺に油を入れて持っていた。

ところが、花婿の来るのが遅れたので、皆眠気がさして眠り込ん

でしまった。真夜中に『花婿だ。迎えに出なさい』と叫ぶ声がし

た。  そこで、おとめたちは皆起きて、それぞれのともし火を整

えた。愚かなおとめたちは、賢いおとめたちに言った。『油を分け

てください。わたしたちのともし火は消えそうです。』 賢いおとめ

たちは答えた。『分けてあげるほどはありません。それより、店に

行って、自分の分を買って来なさい。』  

 

次ページへ続く 

☆ 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、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 

＜１月例会報告（含第 2 例会）＞ 

在籍会員  ２３名 ビジター ６名 

出席会員  １４名 メネット  ３名 

広義会員  なし コメット  ３名 

ゲスト    ６名 みなみＹ招待２名 

出席率  ６０．９％ 出席者合計 ３３名 

 



会 長 通 信   

 ２０１７年２月７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 ウェルネス：大村 連絡主事：秋寄  

以上１０名 

 

1. １月１５日 西日本区大会・袋詰め発送作業の感想 

※今井会長、中島、杉野、桑原、後藤、池澤、が参加。約２

時間かかった。 

１６００枚作成 

２．１月１７日 新年フラダンス例会の反省 

 ※とても良かった。 

 

 第 1５代会長  今井正文 

「みんなで繋がり、支え合おう」 

 

 

２月に入り、寒い日が続きましたがここ数日暖かく、自宅の

梅の花も満開で春の気配が感じられます 

年度末の慌ただしい時期となりましたが、みなみクラブの皆

様いかがお過ごしでしょうか？ 

ワイズ活動も、今期あと数か月を残すのみとなりました 

会長を引き受けてから、何も結果を残せていないことに、

少々焦りを感じておりますが 

西日本区大会へ向けて、有終の美を飾れるように頑張って

いきたいと思います 

今月の例会は、ＴＯＦ例会です 

会員卓話は、北條ワイズ、橋本ワイズにお願いしております 

２月第２例会報告 

 

３．１月３１日 ワイズ研修会の感想 

※時間が少なかった。全部できなかった。 

※継続性が大事。 

※新人各人にアッシャー（手引する人）を１～２人作り、身

近でワイズダムを伝える事が必要。 

４． 区大会実行委員会の報告 （ 東部ＹＭＣＡ ）桑原ワイズ 

※第１プログラム委員会（西、みなみ、むさし、熊本、各ク

ラブ） 

宮田ワイズが委員長。 

  ※インターネットで登録して欲しい。 

  ※個人で登録して２月中に全員終わって欲しい。 

  ※まだ司会者が決まっていない。 

  ※当日は１６：３０には第１プログラムが終わる予定。 

５． ファンド委員会 

  ※特になし。 

６．ＹＭＣＡ 報告  秋寄ワイズ 

・１月２２日にみなみ YMCA チャリティイベントを開催。多くの

方にご参加いただいた。 

・１月２８日ボランティアデイ、 

３０日に花岡山で熊本バンド１４１周年記念早天祈祷会が無

事実施された。 

・２月１０日に国際年末募金感謝会・チャリティラン感謝会が

行われる。 

・２月２２日ピンクシャツデー（いじめをなくすキャンペーン）

が行われる。ご理解ご協力を。 

７． その他  

「九州部第３回評議会」への参加について 

３月５日１０時３０分より 中央ＹＭＣＡ 

   交流会への参加について 17 時より 城彩苑内「ぎんなん」 

※メールで参加を募る。 

芦屋クラブ返信の件 

※５００文字程度会長が作成して写真も用意してご連絡す

る。 詳細はクラブホームページを参照して頂く。 

岩国クラブとのＤＢＣについて  

※後日、再検討 

 ＹＥＳ（Y’s Extension Support）献金の件      

 ※検討する。 

８．２月例会 

※ＴＯＦ（タイムオブファースト）例会（会員卓話：北条ワイズ＆

橋本ワイズ） 

司会者：村上ワイズ （サブ司会者：大村ワイズ） 

食前感謝：堀 

 

 

 

１月フラダンス例会報告 

 

（今月の聖句つづき） 

 

愚かなおとめたちが買いに行っている間に、花婿が到着し

て、用意のできている五人は、花婿と一緒に婚宴の席に入

り、戸が閉められた。その後で、ほかのおとめたちも来て、

『御主人様、御主人様、開けてください』と言っただから、目を

覚ましていなさい。あなたがたは、その日、その時を知らない

のだから。」 

マタイによる福音書２５章１節～１３節 

 

来るべきイエス様の再臨のために、人々はどうあるべきかに

ついて語られた個所です。 

春の訪れを忠実に待つ木々や草花の姿から私たちが教え

られ、励ましを受けることが多々あります。たとえ話の花婿

はイエスさまです。イエスさまがこの世に来てくださる日が

来ることを信じ、望み、準備を整えながら待ち続けることが

できるように私たちの心を強めてください。 

内村忠生 

 

２０１７年最初の例会は、新たな年の新たな活動の誓いを祈

って、堀ｙｓのご紹介で西日本ハワイアン協会のリタ・レフアの

先生方に卓話をお願いいたしました。 

あでやかな衣装で踊る、フラのゆっくりとした綺麗な動きは、

女性の美しさを最大限に表現することができる踊りではない

かと思わせるような優雅な動きに見とれていると、あっという

間に時間が過ぎてアレヨアレヨトいう感じで、本当になごりは

つきねどという気持ちになった参加者全員ではなかったかと

思いました。 

 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

途中では、フラで用いる楽器の紹介や、フラとタヒチダンスの

違いなど、普段話題とすることがないお話の内容に新しいこ

とに触れた楽しさが沸き立ち、興味津々で聞き耳を立てる中

で、メンバーにも簡単な踊りの指導などすごくすごく楽しい一

時間を過ごすことができたようです。 

 

 

 

 

ジェーンズクラブより 

森博之ワイズ、千代盛虎文ワイズ 

 
にしクラブより 

佐藤通彦ワイズ 

 

スピリットクラブより 

生駒春美ワイズ 

 

ビジター 永松かおる様 

 

大村ファミリーとビジター 坂本みどり様 

 

みなみセンターより 

木村成寿様、眞西優治様 

 

アニバーサリー 

堀隆之ワイズ、禎子メネット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワイズ研修会報告 

堀隆之 

 

 ２０１７年 1 月 31 日 みなみＹＭＣＡ １９：３０～２1：３０ 

 出席） 今井会長 杉野、内村、木佐貫、池澤 堀 桑原 

北条、橋本、千代盛（熊本ジェーンズ） 以上１０名 

 

 始めに、ここ１年以内に入会された北条ワイズ、橋本ワイズ

を対象に研修会を行う。 

―概要― 

「ＹＭＣＡ・ワイズの灯の源流」DVD（１０分）を見て頂く。 

（進め方） 

A）「新人会員研修資料」（２０１４。１０九州部 LT 委員会作成）

を使用。 

１）ワイズメンズクラブとは 

２）ＹＭＣＡとは 

３）ワイズメンズクラブの目的 

４）例会の意味合いと役職を受け持つことの意味 

５）ワイズ用語―これだけ覚えればとりあえず OK― 

６）ＹＭＣＡ・ワイズの軌跡 

７）熊本 YMCA の使命と活動概要 

８）国際協力青少年育成年末募金報告 

９）会費の使途内訳 

１０）ワイズメネットについて 

１１）ワイズメンズクラブとワイズメンの在り方 

（次ページへ続く） 



 

 

 

 

編集後記 

今月は話題が少なめかと少し心配していましたが、中島ワイズ

の「今月の聖句」や堀ワイズの「ワイズ研修会報告」などすばら

しい原稿をいただき、少し窮屈なくらいになりました。１月のフラ

ダンス例会の写真はもっと掲載したい位でしたが、やむなく割愛

しました。もっとほかの写真をご覧になりたい方はどうぞ当クラ

ブホームページをご覧ください。 

                    ブリテン委員長 池澤 誠 

連絡主事 秋寄光輝  

 

１１月から取り組みました国際協力青少年年末募金におい

てワイズメンズの皆様はじめ多くの方々の協力により目標

金額を上回る結果がでました。熊本地震での募金を含め、

皆様に支えられて YMCA が成り立っていることを痛感して

おります。今後も熊本 YMCA の諸活動にご理解、ご協力を

なにとぞよろしくお願いします。 

 

２月１０日（金）国際協力青少年年末募金感謝会・チャリティ

マラソン感謝会 

２月１４日（火）託麻中学校ナイストライ受入（３日間） 

２月２０日（月）２０１７年度クラス受付開始 

２月２２日（水）歌声わいわい・ピンクシャツデー 

熊本みなみ YMCA 通信 

西日本区大会実行委員会報告 

 

桑原純一郎 

 

・１月２４日の実行委委員会では、準備状況の報告が行わ

れました。  

現在、登録申込は６件だけ、九州部はなるべく早く申し込む

ように。 みなみクラブも基本的に全員参加を２月例会などで

確認するようにせんか。  

 

・第１プログラムに、水前寺クラブの加盟認証伝達式の他

に、大阪泉北と 広島呉クラブのＤＢＣ締結式が追加されまし

た。分刻みのプログラムと なりそうで、タイムキーパーを担

当させられる身としては、焦りを感じています。  

 

・菊池市文化会館会場では、九州部各クラブの紹介パネル

展示を行うそうです。みなみクラブ紹介パネル制作を誰が担

当するのか、２月第２例会で決めましょう。  

 

・課題のバス移動は、予約者の乗車カードを作るとか、荷物

を菊池会場で先に預かって別便で運ぶなどを検討するようで

す。みなみクラブは、菊池での会場案内やプログラム進行ス

タッフを担うことになると思いますので、当日、マイカーで会

場に行くと、駐車場や日航への移動が大変なので乗り合わ

せていくとか、対策を考える必要があります。  

次回の実行委員会は２月２８日１９：００／東部ＹＭＣＡです。 

B）桑原ワイズと堀で司会進行。 

 １）～５）堀担当 ６）～１１）桑原ワイズ担当 

―要点― 

① 全体のガイドラインを知って頂く。 

※歴史、ワイズメンズクラブとＹＭＣＡの関係、組織図、

行事、会費の内容、など。 

② 分からない時、自分で探せるようになって頂く。 

※例えばワイズ読本、ロースターやホームページの使

い方やなど。 

③ 他の奉仕クラブとの違いを良く知って頂く。 

※平等の考え方や表現の仕方、など 

④ 独特のワイズ用語や例会の考え方を理解して頂く。 

※言葉や用語が分からず、初めから阻害感を感じない

ようにする為。 

⑤１日も早く、入って良かったと思って頂けるようにする。 

※既存のメンバーが全員でサポートする。 

 

C）感想。 

北条ワイズ、橋本ワイズ 

※全体の輪郭が少し理解出来たとの事。 

 

D）反省。 

１）時間を堀が取りすぎて、桑原ワイズの時間が少なかった

のは反省です。 

２）全体的にもう少し時間が欲しかった。 

３）定期的に「ワイズ 新人＆ベテラン研修会」は行った方が

良い。 

４）新しく「ＹＭＣＡ・ワイズの灯の源流」DVD の次作を作って

各クラブが研修会を楽に出来るようにした方が良い。 

５）クラブ内でも、九州部でも一元管理できるところが有れ

ば、例えば EMC の担当が変わっても、時間の積み重ねがク

ラブの歴史になる。 

 

今井政文 

 

１月１５日（日）午後から むさしＹＭＣＡにて今年６月の

「西日本区大会登録案内」の袋詰め発送作業を、みなみク

ラブから７名が参加して手伝いました 

２時間位かけて１５００通位（？）を発送しました 

参加された皆様ありがとうございました 

 

 

「西日本区大会登録案内」袋詰め作業報告 

 


