
The service club to the YMCA, affiliated with the international association of Y's Men's Clubs.

☆おめでとうございます！☆

９月の誕生日 ：藤川登士郎 ys

９月の結婚記念日 ： 内村忠生・めぐみ夫妻
麻生伸一・雅子夫妻

☆みなみクラブのホームページ・アドレス = http://www.minami-ymc.info
□企画例会：毎月第１火曜日 ／ 会場 熊本みなみＹＭＣＡなど／１９：２０～２１：３０
□定 例 会：毎月第３火曜日 ／ 会場 ホ テ ル 日 航 熊 本 ／１９：００～２１：００
□事 務 局：〒862-0962 熊本市田迎5-12-50・熊本みなみＹＭＣＡ内 ／ Tel.096-378-9370

The Y's Men's Club of
Kumamoto Minami
熊本みなみワイズメンズクラブ会報

２００６

９月
Ｖｏｌ．５０

平成１８年９月２８日発行

□国際会長主題(Choi Han-ki) ： 愛をもって積極参加 ／ Active Participation with Love
□アジア会長主題(Lee Joo-min) ： 参画、そして感動を！／Participation and Inspiration
□西日本区理事主題(森本榮三) ： １人はみんなのために、みんなは１人のために
□九州部部長主題(立山範子／熊本クラブ) ： 広げようワイズの輪、楽しい仲間

◇緒方大介みなみクラブ会長主題 ： まず懇親を深めよう！楽しいところに人は集まる

＜熊本６クラブ・合同メネット例会＞

◇日時 ９月２８日(木)19:00～ 21:00
◇会場 熊本ホテルキャッスル

１．開会宣言・点鐘

２．メネットワイズソング「メネットのねがい」

３．西日本区メネット事業主任の挨拶

４．九州部メネット主査の挨拶

５．熊本６クラブ各メネット会長の挨拶

６．ゲスト＆ビジター紹介

７．食前感謝

８．会 食

９．諸報告

10 ．卓 話 福島優子様 ～牛深ハイヤ～

テーマ：民謡をみんなで楽しみましょう

11 ．国内プロジェクト献金発表
12 ．「なごりはつきねど」
13 ．開会挨拶
14 ．閉会点鐘

今月の聖句
岡 成也

「神の栄光のためにキリストがあなたがたを受け入れて

くださったように、あなたがたも互いに相手を受け入れ

なさい。」 ローマの信徒への手紙15、7

人間は気まぐれで、利己的で、思慮に欠けている場

合が少なくありません。キリスト者といえども例外ではあ

りません。しかし、私たちはキリストの愛によって救われ

たのですから、どんな人も愛によって救われ、清められ

ることを信じなくてはなりません。この世のほとんどが愛

の力を信じていない方がいると思います。それはこの世

の愛、信じるに足る愛の体験、その機会がないからで

はないでしょうか。しかし、私たちキリスト者が愛を与え

れば与えるほど、豊かで大きなものに成長することを伝

えられる、そんな働きができれば幸いです。

＜８月例会記録＞
在籍会員 １７名 ゲスト ０名
出席会員 １５名 ビジター ２３名
広義会員 なし メネット ７名
メイキャップ ０名 コメット １１名
出 席 率 ８８％ 出席者合計 ５６名

西日本区強調月間：Menettes
ファミリーで参加しようワイズダム、
世界の愛が見えてくる！！

(松田洋子メネット事業主任)

２００６年度・クラブ役員委員一覧
◇会 長 緒方大介
◇副 会 長 堀 隆之 ・ 木佐貫浩一
◇書 記 岡 成也
◇会 計 内村忠生
◇直前会長 村上 博
◇ドライバー 堀 隆之・麻生伸一・松本義広

犬童晶子・大村浩士・高山 勇
◇ブリテン 桑原純一郎 ・原口隆史
◇ファンド 後藤慶次
◇Ｅ Ｍ Ｃ 杉野茂人・實 泰幸
◇地域奉仕 麻生伸一
◇Ｙサービス 岡 成也
◇交 流 木佐貫浩一
◇ウエルネス 山形継司・佐伯卓昭
◇監 査 村上 博
◇メネット会 緒方 恵・堀 偵子
◇連絡主事 藤川登志郎



ジャガイモファンドのご案内

ワイズ恒例のジャガイモファンドで、北海道から
秋の味覚をお届けします。十勝ワイズメンズクラブの
皆さんが低農薬で育てたおいしい「ワイズポテトと
カボチャ」です。全員で販売しましょう！
この収益金はボランティア資金として、みなみクラブや
ＹＭＣＡが行う様々な社会奉仕事業に活用されます。
皆様のご協力をお願いします。

○販売価格
じゃがいも（１箱１０ｋｇ）１８００円
かぼちゃ （１箱１０ｋｇ）２２００円

○荷下ろし作業と運搬
日 時 １０月１６日（月）１０：００～１２：００
場 所 熊本製綿所／富合工業団地内
＊熊本クラブと共同で荷下ろしとＹＭＣＡへの
運搬を行いますのでご協力ください。

○販 売 みなみＹＭＣＡで販売します。
注文分の引き取りと追加販売をお願い
します。

ファンド委員長 後藤慶次

－２－

会 長 通 信

第５期会長 緒方大介

９月の企画例会は久しぶりに

みなみセンターで開催されま

したが、ビジターの中村さん

を含め１４人の出席となりま

した。人数の多さにいつもの

ルームでは入りきれず、あわてて広い部屋を用

意していただきました。例会の出席率が上がる

のは会長として最も嬉しいことです。皆様のご

協力に心より感謝します。

さて、１０月８～９日に阿蘇キャンプ場でみな

みクラブの「移動企画例会＆ファミリーワイズ

スピリッツ研修会」が行われます。卓話はひが

しクラブの管ワイズです。「ワイズの魅力」「な

ぜワイズなのか？」「他の奉仕団体との違い」

などについて語っていただきます。例会後は酒

を酌み交わしながら、心ゆくまでワイズダムに

ついて熱く語り合いましょう！

う～～、ワクワクしてきた。。。

９ 月 企 画 例 会 報 告

書記 岡 成也

ビジターの中村邦雄氏（みなみＹプログラム会員、

常議員、専門学校運営委員）が自己紹介された。

１）９月２８日（木）メネット合同例会、みなみクラブも移

動例会となります。メネットの参加のお願いします。

当日参加されるメネットで受付をお願いしたい。再

度メーリングリストで案内します。

２）９月２３日（秋分の日）会員スポーツ大会参加者。

杉野、永野、岡、藤川、後藤、桑原、緒方の予定で

エントリーする。後日チーム名の決定が必要。

３）９月２４日（日）九州部評議会、部会の案内。交通

センターホテル、会費：メン8000円、メネット7000

円、９月１６日締切となります。

４）9月２７日（水）１９：００から役員会を杉野クリニック

で開催する。

５）ドライバー委員会：場所未定、後日関係者へ堀ワ

イズより案内あり。

６）１０月例会卓話者、熊本ＹＭＣＡ理事長吉本貞一

郎さんに依頼する。

７）８月ファミリーの納涼ビアパーティ事業報告

堀ワイズより別紙資料に基づき報告と反省事項に

ついて報告がなされ、余剰金に関してファンドに繰

り入れる。

８）１０月８･９日みなみクラブワイズスピリット勉強会に

ついて、阿蘇キャンプで菅ワイズを講師に学ぶ機

会とする。／出来れば移動企画例会としては「ファ

ミリー企画例会」とする。／腹を割って話す機会と

する、１０月３日の企画例会の変わりとする。

９）バナー製作について、原画を元に原口さんが現在

検討中である。

10）会費の未集金について、内村ワイズからメール連

絡の通り処理する。

11）りんごジュースファンド、売れ行き好調、次年度は

早めの告知と200個発注することとする。

12）会員スポーツ大会協賛金として1万円拠出する。

承認

13）ＳＯ夏季ナショナルゲーム熊本大会サポート、

11月４・５日のボランティア協力依頼。

14）ＳＯファンド1万円拠出、江津湖・けんぐん清掃実

行委員会1万寄付、承認。

15）丸山ハイランドふれあい農園会から、講座とマリン

バコンサート紹介とお誘いされた。

16）ホームページ管理委託費用の支払方法を変更す

る。（隔月から半年払い／承認）

17）パラマウントカヌースクールの紹介、次年度は

是非ウエルネスプログラムとして欲しい。

18）ジャガイモファンド１０月１６日到着、配送の協力を

お願いします。今回ジャガイモ220個、かぼちゃ70

個となります。販売の協力をお願いします。クラブ

全員が必ず注文をしましょう。 以上



３名の新入会員の皆さんとスポンサーの堀 ys

ビール早飲みゲーム ギター堀 ys＆ ピアノ小川 ys （ジェーンズ）

マジシャンの今村氏

香奈ちゃんと光ちゃん 木村ファイヤーリーダー

－３－

８月ファミリービアパーティ報告

木佐貫浩一

８月の例会は例年通りファミリービアパーティとな

り、「ペイアノ・プラス」で開催されました。

今回は、第１部と第２部に分かれ、第１部では入会

者がありました。今月の入会者は犬童晶子氏・大村

浩士氏・高山勇氏です。一度に３名の入会はみな

みクラブでは初めてでした。

第２部はファミリービアパーティで、みなみクラブの

例会では５０人を超える参加者があるのも初めてで

した。食事の後、アトラクションが始まりました。後藤

ワイズの友人、今村さんのテーブルマジックに子供

達が不思議そうな顔をし、ＹＭＣＡ木村リーダーに

よる子供達ハッピータイムでは子供だけではなく大

人も心からゲームに参加しました。

ジェーンズの小川ワイズと堀ワイズの演奏によるダ

ンスタイムでは有志（？）がダンスに興じ、ストロー

による輪ゴム渡しゲームやビール＆コーラ早飲み

競争では大の大人が我を忘れて優勝を競いながら

楽しんでいました。そして“なごりはつきねど”を歌

い、例会は盛会のうちに終了しました。

サザンフェスタ報告

ウェルネス委員長 山形継司

８月２７日みなみＹＭＣＡの夏恒例のサザンフェ

スタが盛大に行われました。

みなみワイズメンズクラブからのお手伝いは内村ワ

イズ、岡ワイズ、緒方ワイズ、緒方メネット・コメット、

木佐貫ワイズ、杉野ワイズ、永野ワイズ、永野メネッ

ト・コメット、村上ワイズ、山形ワイズ、高山ワイズ（新

人）、犬童ワイズ（新人）、麻生ワイズ、後藤ワイズ、

堀ワイズでした。暑い中お疲れ様でした。

村上メネット・コメット、山形メネット・コメットは参加

のみご苦労様でした。総勢２４名参加ができまし

た。雨にもあまり祟られず。いいお湿りでした。

夕暮れになると過ごしやすかったようでした。途中

の検食でチェックがもれたのか、冷凍状態で焼い

た串で、中まで温まってないものがあったようです。

（ボイル済みの串なので安心ですが）来年は気を

付けたいと思います。

みなみクラブはヤキトリを担当しました



－４－

熊本みなみＹＭＣＡ通信

連絡主事 藤川登士郎

今年も夏期国際理解教育プログラムが実施され、多

くの学生や社会人の皆さんがインドやタイ等に行かれ

ました。プログラム参加者の皆さんは、現地の人々との

交流を通して、一様に心の豊かさについて考えさせら

れるようです。現代の何不自由のない生活にいるはず

の私たちが、一方で失っている大切なものに気づかさ

れ、本当の豊かさについて考えるようになるのでしょう。

今年も多くの方々が夏期講習プログラムに参加され、

無事に終了しましたことに感謝致します。

【報 告】

●８月６日(日)「みなみ YMCA 成人ビアパーティ」

総勢６０名の参加でした。本格サーバーによる本

格生ビールも大好評でした。

●８月１２日(土)アメリカモンタナ州よりインターシッ プ

研修大学生受入れ終了

みなみ YMCA が地域 YMCA としてはじめて、アメリ

カモンタナ州の大学生テッドミラーさんを受け入れまし

た。会員の方からホストファミリーのあたたかいお申し出

があり、無事に３週間の研修を終えることができました。

●８月２７日（日）「第３回みなみ YMCA サザンフェス

タ」実施

雨が心配なサザンフェスタでしたが、盛況のうちに終

了することができました。皆様のご協力により今年も多

くの益金を得、国際協力募金に活かすことができますこ

とに感謝致します。９月３日(日)には、ご協力いただい

た方々とともにお食事会(あとの祭り)を開きました。

●９月１０日（日）託麻中校区(田迎小・田迎南将・御幸

小)ＰＴＡ交流と健康増進大会指導

田迎小体育館にて４校ＰＴＡ・児童、教職員役 170
名の皆さんに対して、レク指導、健康プログラムを行い

ました。これからも地域とのつながりを深めていきたいと

思います。

◇ １０ 月 行 事 案 内 ◇

９月2７日(水) みなみクラブ役員会

杉野クリニック／１９：００

10月２日(月) ひがしクラブ例会☆

熊本テルサ／１９：００～

10 月５日(木) むさしクラブ例会☆

ホテル日航／１９：００～

10月８日(日) みなみクラブ企画例会＜移動例会＞

阿蘇キャンプ場／１６：３０集合

「みなみクラブ・ワイズスピリッツ勉強会」

講師：菅正康ワイズ／ひがしクラブ

10月９日(月) ジェーンズクラブ例会☆

ホテルキャッスル／１９：００～

10月16日(月) 八代クラブ例会 ☆

ホワイトパレス／１９：００～

10月17日(火) みなみクラブ例会

ホテル日航／１９：００～

☆はメーキャップ対象行事です。

  　　　　☆　ワイズメンの心がけ１０カ条　☆

 １．例会には必ず出席すること。
 ２．会合の時間を厳守すること。
 ３．例会にふさわしい服装とバッジを着用すること。
 ４．会費はきちんと納めること。
 ５．積極的に委員として働くこと。
 ６．クラブの働きをよく理解すること。
 ７．新会員の獲得に心がけること。
 ８．常にクラブをＰＲすること。
 ９．家庭でのワイズの話題を欠かさないこと。
 10.ワイズメンとしての誇りをもつこと。

＊＊＊＊＊＊ 編 集 後 記 ＊＊＊＊＊＊＊

相変わらず忙しいばかりの夏が過ぎて、さわやか

な秋空が広がっていますが、とうとう海にも山にも行

けず、自分は何のために生きているのかと、ふと疑

問に想う昨今です。

しかし落ち込んでる暇はありませんね、１０～１１月

とワイズ活動てんこ盛りですぞ。今年は特別忙しい

年ですが、どうせなら楽しまなければ損ですね、み

んなで一緒に楽しみましょう！

このブリテンも更に楽しいものにしていきたいと思い

ますので、何か良いアイデアがありましたらお知ら

せください。（桑原）

熊本みなみＹＭＣＡ・スタッフ紹介

金井 聡（かないあきら）
いぬリーダー／健康幼小プログラム担当

みなさんこんにちは！！
みなみＹＭＣＡで幼少担当しており
ます金井聡です。幼少では主に、
サッカーを担当しております。
また、特技もサッカーでもありま
すのでこのような仕事に関わらせ
て頂き、私にとって天職だと思って
おります！！
指導者として高い志しを持ちなが
ら子ども達とスポーツを通して共に
学び、共に育ち、共に楽しみながらこれからも指導
に思いを持って励んでいきたいと思います！！みな
みＹＭＣＡが一番輝くＹＭＣＡになれるように頑張
っていきたいと思います。


