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口国際会長標語：｢全ての世界に出て行こう」GoYeIntoAllTheWorld
pアジア会長標語：｢未来を始めよう､今すぐに」StartFutureNow

口西日本区会長標語:｢志をもって例会に参加し､学びの機会をもちましょう」
Attendclubmeetingswithaclearmotivetomakethemostofthem.

p九州部長標語：｢さらなる九州部の飛躍に向かって再挑戦しよう」
☆みなみクラブ会長標語:Forme&.Forothersの心でワイズ活動をする

＜8月ビアパーテイ
例会プログラム＞
◇日時8月20日(火)19:00〜21:00
◇会場ダイニングカフェ彩
第一部

◇司会銭神ys
l，開会宣言｡点鐘木佐貫会長
2.ワイズソング｢いざたて」
全員
3 . 会 長 挨 拶 木 佐 貫 会 長
4.ハッピーバースデイ＆アニパーサリー
5.活動報告･諸報告
第二部
◇司会寺田ys､堀ys
6 食 前 感 謝 小 水 流 y s
7､乾杯
8.食事
9ビジター､ﾌｧﾐﾘｰ紹介
10.アトラクションタイム
11.閉会点鐘木佐貫会長
＜8月の誕生日＞
大村mt､宮崎、÷

＜7月例会報告＞
在籍会員24窄

ビジター16名

出席会員20名

メネット1名

広義会員なし

コメット0名

ケスト1*

みなみY招待0名

出席率83．3呪

出席者合計38名

☆みなみクラブのホームページアドレス<llttp..

（今月の聖句）
岡成謹

″神のなさることは､すべて時にかなって美しい。
（伝道者の書3.11）

神を信じていても､いなくても苦難や災難は必ずやってざ
る｡むしろ信仰のゆえに避けられない戦いも生まれてくる。
ときには｢なぜ？｣と､神様に文句を言って､思い悩む私た
ちですが､その度に｢神様は必ずつじつまを合わせて<ださ
り逃げ道を示してくださる｣と､いくども教えられた｡時がたっ

て振り返ると決して無駄な行動ではなかったことがよくわか
る｡神さまの計り知れないご計画をI悟ることはできないけれ
ど､様々な苦難や災難に対して､正面から受けとめられる、
そんな自分でありたいと願う､神様に従っていくこと､そ衆
が祝福された人生の秘訣かもしれない。

2012年度みなみクラブ役員委員一覧
◇会長木佐貫浩一
◇副会長寺田節子･池選誠
◇書記村上博･桑原純一郎
◇会計川口圭子･小水流雅代
◇直前会長桑原純一郎
◇ドライバー池達誠偶寺田節子･堀隆之ほか

◇ブリテン広報後藤慶次｡内村忠生･村上博ほか
◇ﾌァンド杉野茂人｡今井政文･緒方大介ほか
◇EMC大村浩士･緒方大介･中村邦雄ほか
◇地域奉仕内村忠生｡千原浩敬ほか
Yサービス

◇交流中村邦雄･寺田節子･堀隆之ほか
◇ウエルネス堀隆之･岡成也･永田雅三
◇監査中村邦雄
◇メネット会長木佐貫恵津子
◇連絡主事桐原奈緒子
◇連絡会議担当木佐貫･寺田･桑原画池崖･堀
minami‑ysinfo>

ロ第一例会:毎月第3火曜日／会場ホテル日航熊本X19:00〜21:00
口第二例会:毎月第1火曜日／会場みなみYMCAなど/19:20〜21:00

口事務局:みなみYMCA内／〒862‑0962熊本市南区田迎5‑12‑50/Tel.096‑378‑9370

会長通信

第12代会長木佐貫浩一
｢Forme&Forothersの心で
ワイズ活動をする』
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みなさま､猛暑が続く中､お元気でしょうか？8月15日は

終戦記念日でした｡英霊に哀'悼の意を表したいと思います。
僕は7月のキックオフ例会での所信表明も無事に終わり､全
ての在熊クラブのキックオフ例会にも参加でき､達成感と少
しの安堵感を感じている今日この頃です｡会長になると自分
自身を高めることができ､成長している気がしています｡1年
後には､毛虫が蝶になるように"進化"しているかもしれませ
ん(笑)。
8月7日の熊本にし＆ヤングクラブ合同納涼例会に計6名
で参加し､岩国みなみクラブの高瀬西日本区理事と"おもて
なしの心"で交流を深めてきました｡来年6月の岩国での西
日本区大会でのDBG締結に向けてがんばりたいと思いま
す｡そして､8月20日はみなみクラブのファミリービアパーテ

イです｡池津ドライバー委員長が2回もドライバー委員会を開
催しがんばっています｡皆でビアパーティを盛り上げましょ
う｡あと､8月25日は年に1回のみなみクラブでの熊本みな
みYMCAの清掃活動の日です｡9月8日のサザンフエスタの
前にみなみYMCAを皆で椅麗にしたいですね。

4.第76回ワイズメンズクラブとYMCAの交流懇親会
…7月31日(水)中央YMCA
参加:木佐貫寺田池津
5.みなみYMCAリーダー感謝祭…8月11日（日）
参加:桑原中村内村後藤池達
6みなみYMCA清掃活動について
日時:8月25日（日）7時〜8時→小雨決行
7.熊本ひがしクラブ10周年記念例会について
…玉名司口イヤルホテル→送迎あり
日時:9月7日(土)16時〜21時(記念式典､記念講演会、
祝宴）
8.サザンフェスタについて

日時:9月8日（日）11時30分〜15時→みなみYMCA
に8時集合

協議:販売担当→カレー､ホットサンド､焼き鳥､ビール
・昨年､ホットサンドは早<に完売したので､今年は販売時間
を倍にする。
・タイムテーブルを早目に
・野菜カットの支援をみなみYに。
9.熊本地区メネット交流例会について｡熊本ホテルキャッスル
日時:9月9日(月)19時〜21時
参加:木佐貫桑原
10.第21回会員スポーツ大会について(ボーリング)…マス
ターズボウル熊本(交通センター内）

日時:9月23日(祝･月)9時〜12時(締切9月7日）
協議:協賛金1万円…決定参加費4千円…決定
11．新人研修会開催について
協議:大村EMC委員長が企画し､堀ワイズを講師に指名。
12.ドライバー委員会
協議:ビアパーテイについて…別紙レジメで打ち合わせ
‑50名で貸し切り

、9月例会卓話者について…牧口氏(元RKK報道記者)に
依頼→堀ワイズ確認
13.ブリテン＆広報委員会
協議:欠席者への送付､西日本区理事主任･九州部部長｡会
長･主査への送付→書記(村上）
郵送は記念切手で。
14.みなみYMCAより

ドライバー委員会後懇親会

￨にしｸﾗブ納涼例会

8月第2例会報告

書記村上博
8月6日（火）みなみYMCA

出席:木佐貫寺田桑原村上川口池達内村中村
堀小流水銭神内田桐原
1．7月ｷｯｸｵﾌ例会…内田ワイズの入会式が無事に出来
た
。

2.熊本連絡会議報告…参加:木佐貫寺田池津堀
連絡会議の必要性について様々に議論｡2カ月ごとの
開催に決定。

3.九州部第1回評議会8cEMCシンポジウム報告…7月21
日（日）中央YMCA

参加:木佐貫中村寺田池津杉野内村大村桐
原堤総主事

内容豊大分クラブが解散､長崎､宮崎の運営が苦しい状
況。

懇親会:熊本城桜の小路ビッフェレストラン｢ぎんなん」
参加:木佐貫中村寺田

・りんごジュース､117箱販売済み(8/6現在）
ドライバー委員会

①ビアパーテイについて(別紙レジメあり）
日時:8月20日（火）
場所:ダイニングカフェ彩熊本市役所14階
開始:19時
受付:川口､小水流､銭神
タイムキーパー:池津
司会:前半→銭神後半→寺田､堀
食前感謝:今井(小水流）
乾杯:ビジターの中から選んで依頼

CD:堀(コピーCDの準備)歌詞カード
鐘：木佐貫(開会､閉会点鐘用呼び鈴）
買い物:ビール､ジュース､ストロー､風船…銭神
景品:商品券(子供には図書カード)参加者全員に扇子(小
水流提供)､子供にはマックカード､馬券:桑原
後半アトラクション

1．ギター演奏…堀(上を向いて歩こう他）

2．ビール､ジュース､水早飲み…馬券販売あり〜10
00円(1レース200円）
コップは店から｡中身は持ち込み

3．ケツ圧測定・・男性が膨らませた風船を女性が割る。
4．じゃんけん小金持ちゲーム…ひも付き50円は寺田
ワイズ持参
5．写真撮影

6．二次会…ナイトインカラベル(下通1丁目10の10銀
座ビル5F353‑4266)寺田ワイズ紹介

九州部評議会

新入会(内田英喜ys
自己紹介
内田英喜
昨年5月に家族とともに熊本に戻って来て､内村ワイズに
当クラブをご紹介いただきました｡木佐貫会長の奥様､杉野
ワイズの奥様とのご縁もあり､この間､例会やイベントに参加
して幕ワイズメンズクラブの理念とメンバーの皆様の温かい人
柄に触れるにあたって､かねてより入会を希望していました
が､ようやく機が熟し､先月のｷｯｸｵﾌ例会において入会す
ることがかないました｡私事で恐縮ですが､今年4月に上乃
裏通りに店舗を開業する運びとなり、少しずつ熊本での足が
かりができてまいりました。これからメンバーの一員として、

自ら率先して活動してまいりたいと存じます｡皆様方には､よ
りいっそうのご指導ご鞭漣を賜りますよう､よろしくお願い申し
上げます。

内村忠生
平成25年7月21日､2013年度第1回九州部評議会が
開催されました。
みなみクラブからの参加は
木佐貫会長

杉野ys(九州部ﾌｧﾝド事業主査）
中村ys
大村ys(直前会長）

寺田ys(次期会長）
池漂ys
内村ys
以上6名が参加いたしました。
各クラブの発表とEMCシンポジウムとして京都パレスクラ
ブから鳶園光俊西日本区EMC事業主任が参加されて､九
州部EMCの未来としてお話をしてくださいました。

7月キックオフ例会報告
‑ 垂 で 五 一 一 一 ‐ q ◆ 一 一 戸

四

L州部評議
寺田節子

7月16日に､みなみクラブのキックオフ例会が開催されま
した｡ｷｯｸｵﾌ例会は､会長の今年度の方針と計画に所信
表明をする例会です。
木佐貫会長は､ワイズ歴は､12年と､長くみなみワイズメン
ズクラブの､チャーターメンバーでもあります｡木佐貫会長の

テーマソングの､helpにのって登場されForme&Forother
の心でワイズ活動をするという方針を笑顔で､堂々とはなさ

鳶団EMC事業主伯
ログ■日凹ロタpip;

れました｡まさにワイズスイッチが入ったという感じで私たち
も､スイッチが入りました。入佐九州部長､管YMCA会長は
じめ他クラブ会長も､参加頂き大変楽しいキックオフ例会で
した｡九州部長､YMCA会長立ち会いのもと内田英喜ワイズ
の入会式もあり、明るい？キックオフ例会でした｡木佐貫会長
は､今期の方針､計画をオレンジの表紙でレジメを作られか
なり気合いが入っていて､私たちも縁の下の力持ちになりた

木佐貫会長

入佐九州部部長
グロロロロクP一口

杉野EMC事業主査

いと思いました

｡二次会も､16名参加され､駕町茂平で､盛り上がりました。

魂抑ｲｽﾒ ラフ

震塀滋

￨木佐貫会長所信表明

入佐九州部部長挨拶
一︑
ｰR
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￨全員集合；

熊本みなみYMCA通信

障がい者カヌーフォーラム支援
内村忠生
さる6月8日(日)に村上ys､岡ysが続けていらっしゃる
障害者カヌーフォーラム20年目の第十回記念障害者カヌ
ーフォーラムとしての加勢川下りの開催に向けて､下見を
兼ねた試し下りが国交省緑川河川事務所をお借りして行

われました。

毎日暑い日が続いていますが､皆さん体調はいかがでしょ
うか｡夏バテなどされていませんか｡私は少し夏バテした方
がいいくらい､食欲があります｡夏休みのプログラムにはたく
さんのお友だちが笑顔で元気いっぱい参加してくれていま
す｡少しでも多くのお友だちにYMCAって楽しい所だと実感し
ていただけるよう、スタッフ一同頑張っています。
炉Ｄ・４．口Ｕ一︻と４．ｑＵ

ｎ″冬罰Ⅱ０罰１１︐″↑

月月月月月月
８９９９９９

そのなか参加者22名のおなかを満たしたのは岡メネツト
が昨夜から下準備をしていただいた山形の芋煮です。
里芋と茸に牛肉を醤油･酒・三温糖でじっくり煮込んでそ
れぞれの食材の持つ甘みや風味がたっぷり溶け出して絶
品の味が川の涼しさと小雨で冷えた体にしみわたって､今
日の疲れを癒される味を皆で堪能致しました。(感謝）

みなみYMCA桐原奈緒子

日（日）
日（水）
日（日）
日（木）
日(土)〜1署
日(月）

みなみYMCA清掃活動7:00〜8:00
サザンフエスタ実行委員会19:30〜20:30
サザンフェスタ
浜線美化活動7:30〜8:30
日（月）サザンキャンプ(在籍生向）
会員スポーツ大会(ボーリング）

YMCAスタッフ紹介
YMCAｽﾀｯﾌ紹介

(渡辺章太郎さん）
4月よりみなみYMCAに配
属となりました渡辺章太郎
と申します｡普段は水泳を
子ども達から大人の方まで
幅広く指導しております。
YMCAに関わらせて頂いて
今年で7年目となります｡こ
れからもどうぞよろしくお願

YMCAリーダー感謝会

きますが皆で協力し盛り上げていきましょう。

■

甲

いします。

「蕊 恵一
雑感

後藤慶次
8月11日（日曜日)みなみYMCAリーダー感謝会が行

われました｡総勢35名の参加でみなみYMCA駐車場
で､バーベキューを盛大に行いました｡みなみクラブから
は5名の参加(池達ワイズ､内村ワイズ､桑原ワイズ､後
藤ワイズ､中村ワイズ)があり、杉野ワイズからは飲み物
の差し入れがありました。リーダー11名は息子や娘と
同世代ですが､皆さん明るくしつかりとした考えを持って
頑張っているようでとても頼もしく感じました。
リーダーたちには､私たちクラブからの補助で参加費
500円で参加していただいており、ワンコインで美味しい
お肉が食べられうれしいとのコメントを桐原ysより頂きま
した｡来月9月8日（日）にはサザンフエスタ、15日（日）
にはあとの祭りも待っています｡もうしばらく暑い夏が続

肉

後藤慶次

8月10日(土)、11日(日)福岡のグローバルアリーナ､炎天
下のサッカー場にいた｡西日本医科学生サッカー大会の応
援のためである｡熊本大学医学部サッカー部は､この10年
近く部員数も少なく公式の大会ではほとんど活躍できないで
いた｡毎日指示を出すコーチや監督がいるわけでもなく､グラ
ウンドも持たず公設のグラウンドを申し込んで抽選でグランド
を確保するという過酷な練習環境であった,｡それでも昨年夏
以降次第に力をつけ､'5月の九州大会では20年ぶりの優勝
を果たした｡試合内容はほめられたものではなかったようだ
が､それでも結果を残せたことは大きかった｡それから夏の
西日本の大会に向け3ケ月、マネージャーである次女から情
報収集しながら彼らの活躍を見守っていた。
さて大会は､1回戦は福岡大学と対戦､初戦の緊張と35度
を超える暑さのためか試合内容は最悪で0対0のPK勝ちで
何とか切り抜けた｡その後のOBの激が効いたのか2回戦は
広島大学に3対1と勝ち､3回戦､4回戦を観戦に出かけたと

いうわけである｡試合を重ねるごとに力をつけて観戦した2試
合も1対0，5対0で勝利した｡翌日の準決勝も昨年優勝の
徳島大学を2対0で下し､決勝に進んだ。
決勝の浜松医科大学との試合でも終始優位に試合を進め
ながら､一瞬の隙をつかれ失点し1対2で破れ惜しくも準優勝
であった｡炎天下の連戦をものともせず､感動をくれた後輩た
ちを誇らしく思い､熱い想いを共有したつかの間の夏休みで
した。

