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熊本みなみ"フイズメンズクラブ会報
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
ロ西日本区会長標語:｢志をもって例会に参加し､学びの機会をもちましょう」

聯

Attendclubmeetingswithaclearmo廿vetomakethemostofthem

ロ九州部長標語：｢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

I

＜12月 クリスマス例会プログラム＞

◇日時12月17日(火)19:00〜21:10
◇会場ホテル日航

◇司会桑原ys､寺田ys
第一部
1．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＆アニバーサリー
5.ゲスト＆ビジター紹介
6.活動報告･諸報告

7.ミャンマー帰国報告内村ys
第二部

8.食前感謝桐原ys
9 ､ 乾 杯 木 佐 貫 会 長
10.卓話と食事

「もっとワインを楽しむ方法」

（今月の聖句）

桐原奈緒子
｢今日ダビデの町で､あなたがたのために救い主がお生
まれになった｡この方こそ主メシアである｡あなたがたは、
布にくるまって飼い葉桶の中に寝ている乳飲み子を見つ
けるであろう。これがあなたがたへのしるしである｡｣する
と､突然､この天使に天の大軍が加わり､神を賛美して言
った。

｢いと高きところには栄光､神にあれ､地には平和､御心
に適う人にあれ｡」
ルカによる福音書2章11節〜14節

クリスマスと言えば､ツリーやサンタクロース､ケーキなど
を思い浮かべる人が多いと思います｡先日みなみYMCA
のクリスマス祝会で､中村陽志牧師が子どもたちにクリス
マスは何の日かと尋ねると､子どもたちはイエスキリスト
の誕生日と答えていました｡毎年同じ質問をされますが、
最近の子どもたちは､クリスマスがどんな日かちゃんと知
っているようです｡私たちも子どもたちに見習って､神様が
私たちにくれた最高の贈り物､イエスキリストの誕生日を
みんなで祝いたいと思います。

ピーロート画ジャパン(株）内田聖治様
11．オークション

大村ys
12..なごりはつきねど全員
13.閉会点鐘木佐貫会長
＜： 2月の誕生日＞

麻生mt,杉野mt
<12月の結婚記念日＞

宮 崎 ys&.mt､大村ys&.mt
＜11 月例会報告＞

在籍会員24名

ビジター7名

出席会員

18名

メネット4名

広義会員

なし

コメット3名

ゲスト

出席率

3名
75％

みなみY招待O名
出席者合計35名

2013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･池達誠
◇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
◇ドﾗｲﾊﾞｰ池毒誠･寺田節子寧堀隆之ほか

◇ブリテン広報後藤塵次･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｡池達｡堀

☆みなみクラブのホームページアドレス<http: minami‑ys.infb＞
口第一例会:毎月第3火曜日／会場ホテル日航熊本/19:00〜21:00
口第二例会譜毎月第1火曜日／会場みなみYMCAなど/I9:20〜21:00

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

1会長通肩一

第12代会長木佐貫浩一
｢Forme&Forothersの心で
ワイズ活動をする』

閏

5.みなみクラブ忘年会→12/28(土）杉野ｸﾘﾆｯｸ研修所
で開催。
6.YMCAチケット代→例年通り支払い〜みなみYMCAの
カウンターで会員にプレゼントも可

①市民クリスマスコンサート→1500円×10枚＝15,000円
②チャリティーダンスパーティ→1000円×10枚＝10,000円
7.岩国みなみクラブとの交流i情況

・来年(2014年)6月の西日本区大会でDBC締結を確認済
み(木佐貫会長報告）
・訪問交流→岩国クラブ訪問〜2014年2/8(土)〜
2/9(日)の日程で打診する｡2月中に実施する。
・参加者にはｸﾗプから補助

今年の12月例会は､ホテル日航熊本で例年通りのゲーム
やアトラクションはなく､"大人のクリスマス例会"として､ワイ
ンを飲みながら食事を楽しむ例会になります｡師走のひとと

卓話者紹介

きを皆で楽しみたいと思います｡そして､来月は､1月9日に
在熊クラブの6クラブ(熊本､むさし､みなみ､ひがし､にし、

ヤング)で､"熊本地区ワイズメンズクラブ新春合同例会"を
開催します｡今期の会長がとても仲が良いため実現しまし
た｡ホストクラブはにしｸﾗプですが､6クラブ全体で盛り上げ
たいと思います｡みなさんふるって参加しましょう。
僕は会長になって早くも半年が過ぎようとしていますが､ま
だ､何も会長らしきことをやれていないような気がしていま
す｡残りの半年で何かやれたらなと思います｡み:なさん､応
援よろしくお願い致します。
これからが寒さも厳しくなります｡みなさん､体を大切にして、
元気に新しい年を迎えましょう。

内田聖治(うちだせいじ）様
1978年'生まれ
唾2002年ピーロート"ジャパン(株)入社
2012年売り上げ全国＝位達成

2013年熊本営業所セールスマネージャー就任

アフリカンパーカッショングループ｢ククアニムJのリーダ
ーとしてライブやイベントに多数出演活躍されていた
(現在は休止中とのこと）

12月第2例会報告

11月例会報告

書記村上博

1．11月例会の反省
・アロマテラピー例会→お土産もあり好評だった。

・材料費500円(1人）→一般会計から補てん。
2.第2回熊本連絡会議…11/13(水)開催(桑原ワイズ報告）
･サントリーの自販機(ソフトドリンク)設置提案→売り上
げの1割をバック〜ファンドに
次回(第3回)→1/8（水）開催
a来年1月合同例会(移動例会)について
。日時:2014年1月9日(木）
・場所:全日空ニュースカイホテル
・会費(5千円)は事前支払いのため､一般会計から仮
支払いにする。
・1月ブリテン作成について
第1案:1月｡2月の合併号ではなく1月号､2月号を
それぞれ作成。

第2案:合同ブリテン作成→6クラブ会長会議に
提案､検討要請(担当:西ｸﾗプ）
協議:6ｸﾗプ会長会議の決定を基に､木佐貫会
長‐後藤ブリテン委員長
※移動例会は全員参加が原則→確認

中村邦雄
11月の第1例会は11月19日にホテル日航熊本で行われ
ました｡当日は杉野ワイズの紹介で､アロマテラピースクール
を主宰される西別府茂様ご夫妻をお招きし､「ケモタイプ.ア
ロマテラピー｣と題して卓話をしていただきました。

西別府様ご夫妻は自然界で植物が作る芳香成分(精油と
呼ばれています)用いてわたしたちの健康管理に役立てる研
究と実践をされておられ､当日は会場にたくさんの香りのサ
ンプルをお持ち下さり、開会前から会場内に良い香りが漂う
て､いつにない心休まる例会となりました。
また卓話の中で､会員有志が参加して実際に風邪の予防
に役立つジエルや疲労回復に役立つジェルを作成する実習
も行われ､その作品は参加者全員がおみやげにいただき､と
ても幸福な気分で帰路につきました。

なお､当日の食前感謝は熊本みなみワイズメンズクラブで
最も入会歴の若い内田ワイズが担当されましたが､これも我
等のクラブでは会員はだれでもそれぞれ役割を進んで受け
持つ良い伝統の表れではないでしょうか。

g脇唾唾脇…

4.ドライバー委員会
＝戻些二＝

①｡ﾌｧﾐﾘｰクリスマス例会→ワイン卓話とし､段取り
等､詳細を打合せ
②．2月TOF例会について
・会場→みなみYMCA
・弁当→YMCAウエルビーに注文
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￨モカウンYMCA常議員

ヤンゴン空港国内線
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モガウンYMCA

モガウン支援会議
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志をもって例会に参加し､学びの機会をもちましょう。
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Attendclubmeetingswithaclearmotivetomakethe
mostofthem

桐原奈緒子
先日の街頭募金は､皆様のご協力により､98,804円
集まりました｡子どもたちが頑張ってくれたので､多くの
方が募金をしてくださいました。ありがとうございまし
た
。

また､先日のみなみYMCAクリスマス祝会では､中
村陽志牧師にクリスマスプレゼントのお話をしてもらし
ました｡子どもたちは､その後､音楽絵本やリーダーた

ちの出し物を楽しんで､サンタさんからプレゼントをもら
い､嬉しそうに帰っていきました｡クリスマスを過ぎる巳
冬休みのプログラムがスタートします｡今年もたくさん
のお友達が来てくれます｡キャンプにスケート､楽しん
でくれるといいなあと思います。

副題:経験がワイズを育みます
"YourexperiencemakesyouagoodY'sman.
地球はわたしたちに警鐘を鳴らしているのでしょうか。
そして神様は､私達を試そうとされているのでしょうか

ﾌｨﾘビﾝのビサヤ諸島を襲った台風30号は､甚大な
被害をもたらしました。

家族を失い泣き崩れる人や詰然自失のこどもたちを見

て､東日本大震災を思いだし､こころを痛めておられる
皆様も多いことと存じます。

12月21日(土）ぶどうの木クリスマス礼拝
12月20日(金）歌声広場わいわい
10:45〜12:15

12月22日(日）成人ウエルネス
クリスマスパーティー
12月25日(水）冬休み講習会スタート
12月31日(火)〜1月3日（金）全館休館
1月19日(日）チヤリテイーフエスタ

1月25日(土）ボランティアデー
（花岡山清掃）
1月30日(木）熊本バンド

あの東日本大震災では､全世界のYMCA､ワイズメン
から温かい支援の手が寄せられました｡とりわけアジ
アの仲間からたくさんのご厚意を頂戴しました｡いまこ
そその恩義とアジアの仲間からの信頼に応える時で
す｡西日本区は､地域奉仕画環境事業資金から

(渡辺章太郎さん）

5,000$をフィリピン区理事に寄せる準備をしています。

4月よりみなみYMCAに配

マニラダウンタウンクラブやラハクラブなど8月にアジ

属となりました渡辺章太郎
と申します｡普段は水泳を

ア大会をホストし､あたたかく迎えてくれたメンバーが、
治安が確保されない状態にもかかわらず､医薬品や食
料を積んだﾄﾗｯｸを被災地に送り続けています｡皆様
からの献金は、日本YMCA同盟を通じ､アジア･太平洋
YMCA同盟の手を経て､被災地の支援に用いられま
す。

被災地は報道で知るレイテ島だけでなく広範な地域に
及び､その復興には長期的な活動が必要です･頑丈に
作られたYMCAの建物は被災を免れ､レイテ島のオル
モック､アツヤンYMCAや隣島のセブYMCAが被災者
の受け入れをすすめています。

皆様からの温かく尊い献金をどうかよろしくお願いいた
します｡晩夏から急に冬が押し寄せてきた感じです｡東
北の被災地の皆様も雪に閉ざされる冬を迎えます｡ク
ラブでは､年末から年始にかけてたくさんの行事をされ
ることと存じます｡そのときも被災地を憶えて取り組み
を是非お願いします。

皆様がよい新年をお迎えになりますようにこころより祈
念しています。

スタッフ紹介

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
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編集後記
｜編
集後記；
後藤慶次
ついうっかりで原稿依頼が遅くなり皆様方にご迷惑をおか

けしました｡内村ysの帰国報告の企画がありましたので､前
号に掲載したミャンマーの写真を再度掲載させていただきま
した。

