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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」  

        ＜３月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ３月２１（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場 ホテル日航熊本 

 

１． 開式                司会：中村ワイズ 

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 「ビジネスコーチングについて」 

原口理加様 

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＞ 

３/１ 岡 成也ワイズ、３/２ 後藤慶次ワイズ、 

３/２ 後藤昌子メネット 

 

＜２月の結婚記念日＞ 

３/２１ 藤元俊輔ワイズ・麻里子メネット 

３/２７ 寺田節子ワイズ・健一メネット 

 

（今月の聖句） 

秋寄光輝 

 

『いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝

しなさい。』  

 

テサロニケの信徒への手紙 I 5 章 16～18 節 

 

この聖書の箇所は阿蘇 YMCA の旗揚げ台に刻まれている聖書

の箇所です。私が YMCA に入会して初めて覚えた聖書の箇所で

もあります。その頃は、洗礼も受けておらず、キリスト教というこ

と自体正直理解できていませんでした。しかし、YMCA で活動を

続けていく中で、毎日生きて活動できることがどんなに尊いこと

であるかを学ばせていただく中で、この箇所の意味が少しずつ

染み込んでくるようになっています。大きな困難や試練が与えら

れる中でも、この聖書の教えに従って歩んでいけたらと考えてい

ます。 

☆ 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、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 

＜２月例会報告（含第 2 例会）＞ 

在籍会員  ２３名 ビジター なし 

出席会員  １７名 メネット  なし 

広義会員  なし コメット  なし 

ゲスト    なし みなみＹ招待 なし 

出席率  ７３．９％ 出席者合計 １７名 

 



 

 

原口理加様 
 

1990年に開業した旅行会社バカンスプロジェクトを経営して

行く中で、スタッフの育成や他社との差別化をはかることを

模索し、2006年にコーチングの学びに出逢う。2年間のコー

チトレーニングを経て、生涯学習開発財団認定コーチに。 

コーチング講座と個人セッションで、課題を明確にし、解決能

力アップをサポートするビジネスコーチ。 

日本コーチ協会正会員 

熊本市生涯学習登録講師 

株式会社バカンスプロジェクト代表 

会 長 通 信   

 ２０１７年３月７日 みなみＹＭＣＡ １９：３０～２０：５０ 

 出席者 今井会長 池澤直前会長・ブリテン・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 大村ウェルネス

委員長 木村連絡主事（ＹＭＣＡみなみセンター新館

長）橋本ドライバー委員  以上９名参加 

 

1. ２月２１日ＴＯＦ例会の感想 

  ※新人お二人（北條ワイズ、橋本ワイズ）のお話がとて

も上手で、お人柄が良くわかった。 

 

２．３月５日「九州部第３回評議会」と「懇親会」 の件 

参加： 桑原、木佐貫、杉野、内村、今井 

※木佐貫ＥＭＣ主査により別紙報告。 

 

３． 区大会実行委員会の報告        桑原ワイズ 

※桑原交流委員長により別紙報告。 

 

４． ファンド委員会 

 ※特になし。 

 

５．ＹＭＣＡ 報告  秋寄ワイズ 

  ※今年４月１５日に「熊本地震追悼の集い」の内容でイ

ベント計画中。 

 

６． ６．その他  

①３月例会の卓話者 原口さん 

※元みなみクラブメンバーの奥様、バカンスプロジェ

クト代表「コーチングの卓話」で題名未定。 

※司会：中村ワイズ 食膳感謝：小流水ワイズ。 

※今井会長中座予定。例会最後の「閉会点鐘」は

後藤次期会長予定。 

 

 第 1５代会長  今井正文 

「みんなで繋がり、支え合おう」 

 

 

この頃、すっかり春めいてきました。  

卒業式のシーズンですね。先日、高校の卒業式に呼ば

れて行ってきました。遠い、遠い過去の自分自身の頃を

思い出し、まだまだ青臭かった自分の姿とダブッて、感

慨深いものがありました。 

また、３月といえば会社的には、年度末の総決算の時

期でもあります。今年１年の締めくくりになりますが、

あのシャープや東芝でさえもそうですが経営方針を少し

間違えると、健全な内容に思える会社・組織も思いもよ

らない方向に行ってしまうこともあります。常に先を見

て、将来の舵取りを慎重に判断しなければと思います。 

そこで今月は、原口様に卓話をお願いして、「ビジネス

コーチング」「自己啓発」「コミュニケーション力」をい

かに仕事や人間関係にいかに生かしていけるかを、学び

たいと思っています。 

 

２月第２例会報告 

 

②４月例会の卓話者 ヌーヌーさん 

 ※ミャンマー、モガウンＹＭＣＡのヌーヌーさんが再来熊。 

 

③次期会長・主査研修会について  

 ※今期は仕事の都合で後藤次期会長は不参加。 

 

④西日本区大会 「参加申し込み」について 

         クラブからの補助について 

   ※「みなみクラブ」より参加者一人当たり、￥１０，０００の補

助決定。 

※3 月中に個人で登録する事。 

   ※フェローシップ不参加で登録する事、ＤＢＣの「芦屋クラ

ブと岩国みなみクラブ」とは別の会場で 

懇親会を行う。→後日、内村ドライバー委員長に場所

選定を依頼する。 

 

芦屋クラブ返信の件 

  ※ホームページから写真を使ってもらう事、など伝える。 

岩国クラブとのＤＢＣについて  

※西日本区大会で懇親を行う。 

 

 

３月例会卓話者紹介 

 

むさしクラブ２０周年 

＆熊本地区合同新年例会の報告 

桑原純一郎 

 

１月９日ホテル日航にて、むさしクラブの２０周年記念式典

と合同新年例会が 開催されました。ＩＢＣの韓国クンホクラブ

や九州部から１０６名のワイズメンが 参加しました。今期の

むさしクラブは来海会長の明るく強烈なリーダーシップで、 と

ても元気になっています。今回も飯開氏の入会式で始まり、

これで今期の新会員は ３名になりました。飯開氏は合志市

の職員でプロ並みのギター演奏と歌唱力のある歌う ワイズ

メンで、むさしの有力なメンバーになるでしょう。  

 合同信念例会では、ジェーンズの田中会長から青少年育

成年末募金のアピールや、 入佐実行委員長から西日本区

大会のアピールなどがありました。ゴスペルジャズの演奏や 

クンホクラブ会長夫妻のオペラ声楽も聴き応えがありました。  

熊本地震を乗り越えて 新しい年を迎えての、希望あふれる

楽しい合同例会となりました。 

 

（注 先月掲載予定でしたが、ブリテン委員長の不手際により

今月掲載となりました。遅くなって申し訳ありません。） 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

                             大村浩士 

2 月は TOF 例会で会員卓話でした。 

北條ワイズと橋本ワイズにお話し頂き、非常に楽しく飽きるこ

とない卓話となりました。 

TOF 例会ということで食事は美味しいカレーライスとサラダを

頂きました。 

北條ワイズの卓話では弁護士の日常業務を分かり易く教え

ていただき、華やかなテレビで観るイメージとはやはり違うの

だなと感じました。また弁護士になる動機として法律を盾に正

義の味方になりたいという思いに感動しました。 

北條ワイズは趣味も多く、トライアスロンやギターが好きとい

うのには驚きました。今後さらにお付き合いが長くなればいろ

んな面が発見出来るのではと期待したくなる卓話でした。 

 一方橋本ワイズには、最近みなみクラブに最も欠けてい

た、若さとフレッシュさと爽やかさとスマートさと端麗さを補完

して頂きました。 

お話しの中では料理好きということがよくわかり、一度カレー

を試食出来ればと思いました。じゃがいも料理ショーが非常

に楽しみになりました。また恋愛関係のお話も皆羨ましく聞い

ていたことだと思います。 

 今回の会員卓話のようにお互いのことをもっと知ることが出

来れば、ますますみなみクラブが楽しい居場所になるのでは

と感じられた例会でした。 

 

 

会長挨拶 

 

アニバーサリー 

 

橋本大耶ワイズ 

２月ＴＯＦ例会報告 

木佐貫浩一 

 

３月５日(日)はワイズメンズクラブの第 3回九州部評議会があ

りました。午前中が会長・主査会があり、今井会長、桑原ワイ

ズと私が参加しました。ＥＭＣ主査としての任期の７月まで残

り４ケ月ですが、これからが宮崎部長の目標の九州部３００

名達成のための正念場です。入会者数だけで考えると３００

名達成しますが、いろんな事情でドロップアウト者がいるた

め、気が抜けません。それぞれのメンバーの"自己重要感を

高める"ようにしながら、ドロップアウトに対して"目配り、気配

り、心配り"が必要です。 

 

 

 

北條将人ワイズ 

 

美味しいカレーライスとサラダ 

第３回九州部評議会報告 

 

九州部宮崎部長挨拶 

 

桑原ワイズ 

九州部広報事業発表 

 

今井会長報告 



 

 

編集後記 

本文にも注釈を書きましたが、先月掲載予定だったむさしクラブ

２０周年＆熊本地区合同新年例会の報告をせっかく書いていた

だいていたのに、こちらの不手際で、掲載しそこないました。遅く

なってしまいましたが、今月掲載させていただきました。ブリテン

委員長なって半年ちょっと、すこしボロが出て来たかもしれませ

ん。今後はこのようなことが無いようにと少し気を引き締めてい

るところです。 

                    ブリテン委員長 池澤 誠 

連絡主事 秋寄光輝  

 

今年度最後の月となり、みなみ YMCA でもたくさんの変化

が起こっています。職員や会員の皆様の入れ替わりもあり

ます。新しい出会いもあります。１年を締めくくりながらも新

たなみなみ YMCA の活動がまた始まっていくことに感謝し、

これからも地域に生きる活動ができたらと思っています。 

 

３月 ９日（木）はませんボランティア（清掃）活動 

３月１２日（日）支え合い運動キックオフ 

（御船仮設住民との茶話会） 

３月２０日（月）ぶどうの木幼児園卒園式 

３月２２日（水）歌声わいわい 

３月２６日（日）春期短期講習会開始日 

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 

 

２月の実行委員会では、大会までの工程表などで今後の

作業や担当者、 人員配置などが確認されました。ユニフォ

ームを作ることで検討されます。 第１プログラム委員会で僕

が提出したシナリオ案で、この分刻みのシナリオが 実行で

きるのかという疑問が投げかけられましたが、まったく同感で

す。 一番の問題は時間が足りないことです。シナリオは、セ

リフや動きを簡素化して 時間が遅れないように作っているつ

もりですが、ちょっとトラブルが起きたら 絶対遅れていきま

す。遅れたらどこで調整するか考えとけって・・・言うのは簡

単ですよ。  

 

 さて、一次締め切りが３月末です。大会申込は個人でや

ることになっていますので、 インターネット登録をそれぞれで

行ってください。 西日本区のホームページから「西日本区大

会」をクリックして、第２０回西日本区大会 オフィシャルサイト

ＷＥＢ登録に入り、「大会申込はこちら」をクリックして登録画

面で 名前・住所・連絡先・メルアドなどを入力します。 登録

が終了すると、すぐに西鉄旅行から確認メールが届くので、

記載されている パスワードコピーしてログインして内容を確

認します。とりあえず、大会登録だけを 今月中に済ませまし

ょう。ぜひ、全員参加でお願いします。 ＷＥＢ登録ができな

い方がいらっしゃいましたら代行しますので 桑原までお知ら

せください。 

午後からは YYY フォーラムがありました。まず、元

YMCA 総主事の堤ワイズの話がありましたが、その中で

ローソクの話は心に響きました。“「ローソクは自分をす

り減らして周りの人の心を明るくしたりあたためたりす

る。そして、もし一度"心の中のローソク"に火が灯った

人達の心の中火は燃え続けている。」”ということです。

その後の国際ユースボランティアの熊本大学の学生さ

んの活動の報告がありましたが、若いけれど素晴らしい

活動をしていました。 

 

ＹＹＹフォーラム 

 

木佐貫九州部ＥＭＣ事業主査報告 

 

集合写真 


