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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」  

        ＜６月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ６月２０（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                桑原ワイズ 

９． 会長報告                 今井会長 

１０.．会長＆役員引継式 

１１、なごりはつきねど       全員 

１２．閉会点鐘     今井会長 

 

＜６月の誕生日＞ 

6/1 堀禎子 mt、6/2 今井和美 mt、6/24 永田良子 mt 

 

（今月の聖句） 

岡 成也 

 

「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしな

さい。」                 

 

マタイによる福音書７章１２節 

 

私たちは多くの人との関わり中で生活をしています、他者に対し

て尊敬する気持ちがないと良い関係は生まれてきません。大切

なのは、自分と同じように周りの人も大事にする心ではないでし

ょか。関心をよせる、やさしく接する、笑顔で挨拶をするこ

と・・・・。 

特に笑顔と挨拶は相手の心にエネルギーを与える基本と考えら

れています、心のエネルギーを与えた人は必ず与えてもらった

人に何かを返そうとするそうです。自分がしてもらいたい気持ち

は、人にやさしい気持ちを持つことから始まるかもしれません。 

☆ 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    木村成寿 
◇連絡会議担当 今井・桑原・池澤 

＜４月例会報告（含第 2 例会）＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター なし 

出席会員  １３名 メネット  なし 

広義会員  なし コメット  なし 

ゲスト    １名 みなみＹ招待 ４ 

出席率  ５９．１％ 出席者合計 １８名 

 ＜５月例会報告（含第 2 例会）＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター １０名 

出席会員  １７名 メネット  ３名 

広義会員  なし コメット  ４名 

ゲスト    ２名 みなみＹ招待 ３名 

出席率  ７７．３％ 出席者合計 ３９名 

 



会 長 通 信   

 ２０１７年６月６日 みなみＹＭＣＡ １９：３０～２０：３０ 

 出欠 ：今井会長 後藤副会長 池澤直前会長・広報・

ブリテン 書記：堀 会計：中村 ドライバー：内村 交

流：桑原 ウェルネス：大村 連絡主事：木村 杉野、中

島、北條、橋本   以上１３名参加 

 

1. ５月６日 バーベキュー例会の感想  

※大変良かった。しかし、費用は倍かかっている。 

※会場が３０分オーバーしたので、会場費だけで９万円も

かかってしまった。 

 ※赤字になってしまったので、今後は場所も含めて考えて

行かなければ・・・ 

 

２． ６月９．１０．１１日区大会実行委員会の報告  

桑原ワイズ 

西日本区大会 「参加・登録申し込み」について 

役割分担 ・人員配置 等 

※詳しく桑原ワイズより当日の動きについて話有り。 

  岩国みなみクラブ・芦屋クラブとのＤＢＣ交流について 

   （岩国６～７名、芦屋３名） 

※フェローシップに行かないので、ＤＢＣ交流は別の場所

で行う。 

  ２次会会場？ 

 ※「おか田屋」本店に決定。 

 

３．来期役員の件。 

 ※先日決めたとおり。 

 第 1５代会長  今井正文 

「みんなで繋がり、支え合おう」 

 

 

今期の最後を締めくくる第２０回西日本区大会ＩＮ熊本が６月

９～１１日に行われました 

熊本ワイズメンの皆様のお世話で、会場の問題や移動時間

等いろいろな困難な問題をクリアした素晴らしい大成功の大

会となりました 

熊本みなみのメンバーも大活躍、岩本理事も最後に感極ま

っておられました 

そのあとの懇親会終了後、芦屋クラブと岩国みなみクラブと

のＤＢＣができました 

皆さん大変喜んでおられ、有意義な交流となりました 

さて、今回は都合で５月、６月ブリテン合併号となりました 

５月連休明けは、米村さんのバーベキュー例会で特別メニュ

ーを堪能しました 

６月は西日本区大会でした 

会長職を任されて自分なりにやってきましたが、１年を振り返

るとあっというまでした 

反省点ばかりで、皆様に助けられながらどうにか今日まで来

ることができました 

皆様の手助け、サポートに感謝です 

１年間本当にありがとうございました 

 
６月第２例会報告 

４． ファンド委員会 

 ※リンゴジュースで決定。 

 

５．ＹＭＣＡ 報告                   木村連絡主事 

 ※特に無い。 

※８月１３日リーダー感謝祭、 

※９月１０日サザンフェスタの予定。 

 

６.その他 

 ※来期のロースターのチェック。 

          

 

 

４月例会報告 

内村忠生 

 

ＹＭＣＡみなみセンターと共に、ミャンマーのモガウンＹＭＣＡ

が地域の親をエイズでなくした孤児の為に行う支援に参加し

て７年という月日が流れましたが、その間に毎年モガウンへ

支援金や古着を持っていく活動を継続しながら、モガウンＹＭ

ＣＡの総主事のノ・ジャさんの御嬢さんでヌー・タン・サンさん

を熊本へお呼びして日本語の習得や日本の福祉を学んでい

ただいたりする等の活動を行ってきました。 

 

今回は、２年前ついに念願の孤児院がモガウンで設立するこ

とができ、その現地での状況や今後の計画などを含めて卓

話としてお話をしていただきました。現在では孤児院から卒

業後の子供たちのためにヌー・タン・サンさんがヤンゴンの人

材派遣会社で働きながら学ばれているなど、着実な支援と自

立へ向けたプラン（養鶏・ナマズ養殖、トマト栽培、キノコ栽

培）が進行しています。 

 

会長挨拶 

 

ワイスソング いざたて 

 

卓話者 ヌー・タン・サン様 



 

 

アニバーサリー 

 

ＹＭＣＡゲストと家族の紹介 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

桑原純一郎 

 

 去る６月１０日、菊池市文化会館で西日本区大会が開催さ

れ、全国から７２０名以上のワイズメンが一同に集い、多くの

方々から感動と感謝の言葉をいただきました。大会運営も当

初からの心配はどこへ行ったのかと思うほどスムーズにでき

ました。みなみクラブからは今井会長の他７名のメンバーが

参加、舞台運営を担当しました。ＤＢＣ交流もできて楽しい３

日間でした。 

８年ぶりに熊本で開催される区大会に、みなみクラブは第

１プログラム委員会に割り当てられ、１年前から準備に参加し

てきました。今回の大きな特徴は、２年前から予約してあった

熊本市民会館が昨年の地震で壊れ使えなくなったことです。

区大会実行委員会の入佐実行委員長(むさしクラブ)は、代替

会場を探し回って、やっと地元の菊池市文化会館を見つけら

れました。しかし、懇親会会場はホテル日航しかなく、菊池で

大会１日目を開催して、終了後、ホテル日航に移動しなけれ

ばならないという、非常に厳しい条件付きの大会となりまし

た。区大会は、懇親会で全国のワイズメンが久しぶりに再会

し、酒を飲み懇親を深めることが大きな楽しみなのです。それ

を絶対に縮めることはできないという想いで、当初から実行

委員会では、大会は時間通りに終わり菊池からホテル日航

まで、いかに時間内に移動するかが最大の課題で、白熱した

議論が交わされました。 

 プログラム委員会は、にしクラブの宮田委員長を筆頭にみ

なみクラブ、むさしクラブ、熊本クラブが担当して準備を進め

てきました。みなみクラブが１日目のシナリオ作成を任された

のですが、３時間３０分の中に、盛り沢山のプログラムが詰め

込まれていたので、この時間内では絶対に無理だと、何度も

書き直しながら不安は増すばかりした。大会の３日前にやっ

と最終シナリオが出来上がりましたが、前日リハーサルでま

た一部変更という状況でした。 

絶対に何かトラブルが発生して１６時半までに終わるかど

うか解らないぞ・・という覚悟で臨んだのですが、当日はびっく

りポン！なんと３０分も早く終了してしまったのです。おかげで

ホテル日航へのバス移動もスムーズで、懇親会も時間通りに

始まりました。                （次ページへつづく） 

第 20 回西日本区大会加報告 

 

大村ファミリー 

 

ビジター犬童様 

内村忠生 

 

毎年５月の例会の恒例になりつつある、江津湖、江藤ボー

トハウスでのバーベキュー例会を今年も開催いたしました。 

昨年に引き続き、熊本バーベキュー協会の米村さんと、今

年は吉野さんがインストラクターとしてご参加いただき、とに

もかくにも豪華な本格的なバーベキュー料理をふるまってく

ださいました。 

ただ焼いて食べるという範疇を超えて、屋外で、、、炭焼き

で、、、目の前だからこそおいしい料理を目で楽しんで、舌

で堪能した満足感の高い例会を開催することができたよう

です。 

今回学んだ、バーベキューを究極まで楽しむ心得を習得

し、私たちみなみクラブをはじめ多くの広い場でバーベキュ

ーの極意を伝道できるようになれるように研鑽しようと思え

る楽しい例会でした。 

バーベキューの極意 ： 屋外に多くの仲間が集まり、ここ

だけの料理を中心に語らい楽しむこと。 

 

ＢＢＱ協会 米村様 

 

藤元ファミリー 

 

 

 

ＢＢＱ協会 吉野様 

 

 

 

 

 

パエリアと串焼き 

 

マシマロ焼き 

5 月例会報告 



 

 

編集後記 

今月は引継例会となります。ブリテンも今期の最後のブリテンと

なりました。5 月 6 月合併号となったため、内容が盛りだくさんと

なりましたが、なんとか普段の 4 ページに収まりました。今季の

ブリテンはいかがだったでしょうか？なお、来期もブリテン委員

長留任となりました。ブリテンについてのご意見ご要望をどうぞ

お気軽にお聞かせください。 

                    ブリテン委員長 池澤 誠 

連絡主事 木村成寿 

 

この度、７月より連絡主事となりました木村成寿（きむらなると

し）です。どうぞ、よろしくおねがいします。梅雨の季節は、気

持ちもジメジメしがちですが「恵みの雨」と考えて、夏の準備を

していきたいと思います。今年も小学校へのウォーターセーフ

ティーハンドブックの配布や着衣泳指導を通して、「自分の生

命（いのち）とみんなの生命を守り育むこと」を周知するべく取

り組んでおります。ワイズメンズの皆さまにも更なるご理解と

ご協力を賜りますようお願いいたします。 

 

６月１８日（日） みんな泳げる２５ｍ特別水泳教室 

６月２８日（水） 歌声広場わいわい 

７月１日（土）  サザンフェスタ実行委員会① 

７月１４日（金）～１５日（土）ぶどうの木幼児園お泊りキャンプ 

７月１６日（日）～１７日（祝）みなみＹＭＣＡサザンキャンプ 

７月２０日（木） みなみ安全研修 

７月２４日（月） サマープログラムスタート 

 

 

 

 

 

（第 20 回西日本区大会報告 前ページよりつづき） 

 

原因は、大会最大の山場のバナーセレモニーと水前寺クラ

ブ認証状伝達式を、担当するスタッフと事前に充分打ち合わ

せしておいたのが良かったと思います。バナーセレモニーは

司会がスムーズだったのはもちろん、案内担当のはがワイズ

が案内係(全員連絡主事メンバー)９名をまとめてくれたこと、

認証状伝達式は司会の木佐貫ワイズと事前に打ち合わせが

充分にできたことだと思います。他にも車椅子の会長が１名い

るという報告を３０分前に聞いたときはボッとなりましたが、ヤ

ングクラブの岩本ワイズがフォローしてくれました。時間短縮

の一番大きな要因は、亀浦ワイズが部長報告を短く作ってく

れたことですが、スタッフ全員の協力と臨機応変な対応が成

功につながったと思います。 

重くのしかかっていたプログラムのタイムキーパーという役

割を、途中で忘れるくらい楽でした。ホントに感謝感激です！ 

岩国みなみクラブと芦屋クラブとの合同交流も、内村ワイズと

今井会長の計らいでとても楽しいひとときとなりました。大変だ

ったけど楽しい一年でした、皆様のご協力に感謝します。 

ＹＭＣＡスタッフ紹介 

 

 
 

■草野 響（くさの ひびき） ウエルネス事業部 

 2017 年度 4 月から入職しました。サニーリーダーです。 

 よろしくお願いします。 

 

 
 

■吉田 明日香（よしだ あすか） ウエルネス事業部 2 年目 

ながみねファミリーから異動し元気いっぱい取り組んでお

ります。ももんがリーダーです。どうぞ、よろしくおねがいしま

す。 

 

熊本みなみ YMCA 通信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


