
第2次ベビーブーマー世代の34歳です。熊本YMCA入職13年
目で、健康教育部に所属しています。特技は水泳！成人会員
の方々と水泳大会にも出場しています。今話題！？ではなくな
りつつあるようですが韓国語を話します。韓国に興味のある方、
是非お声を掛けてください。大津キリスト教会に通っています。
行き届かない点が多くあると思いますが、皆さんと家族になった
つもりでお付き合いをさせていただきたいと考えております。

＜YMCA行事＞

7月9日（水）　サザンフェスタ実行委員会

7月17日（木）　浜線バイパス美化活動

7月20日（日）　こども水泳体験会　Let`ｓGoすいみんぐぅ

7月23日（水）　YとY`Sの交流会

7月27日（土）　成人会員サマーパーティ

8月10日（日）　サザンフェスタ

8月31日（日）　みなみYMCA　感謝会

国際会長
“Be the light of Hope”　　　　　

　　　　　　　「希望の灯となろう」

アジア会長
"Working together to serve better"

　　　　　　　「より良き奉仕のために共に働こう」

西日本区理事
「思いやりを持ってワイズライフを!」

　　　　　　｢Enjoy Y's life with Consideration !｣

九州部部長 「ＹとＹ’ｓの絆で、社会奉仕！」

◆日時　２００８年７月１日(火)１９：００　◆会場　みなみＹＭＣＡ

出席者：杉野（会長）、堀（直前会長）、内村（副）、高野（副）、犬童、魚山、大村、木
佐貫、桑原、後藤、銭神、中村賢、堂上、中村邦、（１４名）

◆協議事項◆

１）７月キックオフ例会ついて魚山ドライバー委員長から提案があり協議した。

２）サザンフェスタについて内村実行委員長と中村連絡主事から説明があった。

３）次々期九州部長についてみなみクラブからの可能性ありとの説明があった。

４）８月例会を昨年同様に麦菜館で行うことが提案され了承した。

５）桑原Y’sから、九州部広報事業主査の表明があり、全員協力で一致した。

６）９月の例会をひがしクラブとの合同例会とする案が出され了承した。

７）本年度九州部会評議委員会が７月１３日に中央ＹＭＣＡで開催される。

８）７月ブリテンについて内村ブリテン委員長から原稿依頼があった。

９）堀直前会長から堂上寿子さんの紹介と意思説明があった。

10）ファンドの件について高野ファンド委員長から現状報告があった。

11）みなみビアパーティーについてＥＭＣとＹサが連絡してワイズの広報の場として　
　　利用すると良いとの意見が出た。

◆決定事項◆

１）連絡主事が中村賢次郎Y’sから辻健太郎さんに変更された。

２）杉野会長から発表の主題・活動方針・活動計画等ついて了承した。

３）堀直前会長から、西日本区大会でみなみクラブの受賞が披露された。

５）２００８年半年報の提出について書記が作成して提出することになった。

６）前年度決算・本年度予算について、高野副会計委員から説明があり承認した。

ＹＭＣＡみなみセンター通信

みなみクラブ通信（企画例会報告）

クラブ
会長主題

共感と代弁
Have sympathy and advocate for neighbors
ワイズメンだけではなく、地域の「隣人」と様々なことを共感
し代弁することで、共生できる力を持ったワイズメンになろ
う。

連絡主事　辻健太郎

☆ 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。

みなみクラブサークル

文章書き方教室：7月29日（火）　19:00～21:00　㈱プロサポート
プチ風水会：　8月12日（火）　19:00～21:00　㈱プロサポート

Kumamoto MinamiKumamoto Minami YY’’s Mens Men’’s Clubs Club

７７
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＜今月の聖句＞

喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。」

（ローマの信徒への手紙12章15節

◇日時　７月1５日（火）１９：００～２１：００
◇会場　ホテル日航熊本 司会：内村ｙｓ
１．開式
２．開会宣言と点鐘 杉野会長
３．ﾜｲｽﾞソング（いざたて） 全　　員
４．会長挨拶 杉野会長
５．九州部公式訪問 九州部役員
６．ビジター紹介
７．移籍式 永田ｙｓ
８．入会式 堂上ｙｓ
９．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー
１０．ウエルネス体操 岡ｙｓ
1１．活動報告･諸報告 各担当
１２．食前感謝 辻ｙｓ
１３．会長及び役員抱負
１４．ワイズメンズクラブ目的の音読 杉野会長
1５．西日本区大会アピールタイム 亀浦実行委員長
１６．なごりはつきねど 全員
１７．閉会点鐘 杉野会長

例会プログラム（７月キックオフ例会）

ハッピーバースデイ（７月誕生日）

アニバーサリー（７月結婚記念日）

村上博ｙｓ・堀隆之ｙｓ・和田隆ｙｓ・銭神真弓ｙｓ・北岡京子ｙｓ・緒方恵ｍｔ

中村賢次郎ｙｓ・陽子ｍｔ

500円券
平成黒豚亭 Ｅｌｌｅ３９

500円券
熊本みなみクラブ 熊本みなみクラブ

有効期限平成１９年８月１８日迄 有効期限平成１９年８月１８日迄

みなみメンバークーポン券／一人一枚 みなみメンバークーポン券／一人一枚

今月の入会者（新入会員）

今月の入会者（ジェーンズクラブより移籍）

永田　雅三ｙｓ
家族は妻の良子と息子の国三の三人家族です。
仕事は戸坂町で妻と一緒にＬＰガスの販売をしています。
毎日元気いっぱいに幼稚園の年中さんに通う息子と同じ子供達がみなみ
クラブにはたくさんいらっしゃるので、子育て中の皆様と交流を深められた
らと思っています。
親子三人でワイズ活動に参加していきたいと思いますので、どうぞよろしく
お願いします。

堂上 寿子（どうのうえ　としこ）
昭和３９年１０月７日生まれ　４３才／天秤座　B型　１６１cm／家族構成
／夫・子供は3才? 24才の男５女２の７人／スナック・アリス経営
特技は水泳と、楽しくお酒を飲む事！！　好きな事は子供と遊ぶ事。一人
の時間は読書です。体調を壊して家にいる主人と子供達、私を入れて計９
人の大家族を支えるために、昼は流通業務の事務、夜はスナック経営、空
き時間は家事に家族のお世話と、フル回転で働いております！！家族の笑
顔を守るために頑張るぞ！！



☆ みなみクラブのＨＰ　＜http://www.minami-ymc.info＞
□企画例会：毎月第1火曜日／熊本みなみYMCA／19:00-21:00
□定 例 会：毎月第3火曜日／ホテル日航熊本／ 19:00-21:00 
□事務局：熊本みなみYMCA内
熊本市田迎5-12-50／096-378-9370 

第７期　会長通信 熊本みなみクラブ各委員長年間目標・抱負

熊本みなみクラブ役員紹介

◇会　　 長 杉野茂人
◇副　会　長 内村忠生/高野　享
◇直前会長 堀　隆之
◇書　　　記 中村邦雄/北岡京子/桑原純一郎
◇会　　　計 犬童晶子/高野　享
◇ドライバー 魚山雅代/内村忠生/銭神真弓/平塚糸三子
◇ブリテン 内村忠生/池澤　誠
◇ファンド 高野　享/犬童晶子/緒方大介
◇ＥＭ Ｃ 緒方大介/木佐貫浩一
◇ウエルネス 宮崎靖大/大村浩士/岡　成也
◇交　　　流 堀　隆之/麻生伸一/増田　徹/一山　愉/永田雅三
◇広　　　報 桑原純一郎/宮崎靖大
◇地域奉仕 後藤慶次/和田　隆
◇Ｙサービス 和田　隆/永野　茂/後藤慶次
◇メネット会 小水流雅代
◇連絡主事 中村賢次郎
◇監　　　査 村上　博

活動計画

１．２００９年西日本区大会に向けての準備。

２．ＹＭＣＡ特に熊本みなみＹＭＣＡの事業を積極的に支援、協力　
　　していく。

３．自分達でできる地域奉仕活動を確立したい。まずはホームレス　

　　支援の会に参加させて頂く。

４．ＤＢＣ、ＩＢＣなど他クラブとの交流を積極的に行う。

５．病児保育室「みるく」の支援。

2008-2009会長
杉野　茂人

第６期会長堀隆之ワイズから引き継ぎ第７期会長になります。歴代会長のご尽力とみな
みワイズの皆様のご活躍で、みなみワイズメンズクラブも素晴らしく成長し、他クラブから
も高い評価を受けるようになりました。しかし、このクラブも最初から今のように活発なク
ラブではありませんでした。企画例会を しても３～４人しか集まらないこともありました。
残念ながら退会された方もおられます。しかし、そのような時にも会長を中心として、みん
なで「理想主義」や「Y’sdom」について語り合い、いつか素晴らしいクラブになろうと希望
をもって活動を続けてきたのです。その後、素晴らしいメンバーも次々に入会され、次第に
活発なクラブに成長してきました。メンバー数は、堀ワイズが会長をされた１年間で６人も

増えました。そして７期を迎えます。７歳、つまり幼稚園から小学校に入学するのです。もう
私たちは幼児ではありません。クラブとしても徐々に自覚と責任が必要になってきました。
私自身、恥ずかしい位微力ではありますが、この１年間、皆さん と一緒に、この勢いを降
下させないよう頑張りたいと思います。

　さて、今期の主題は「共感と代弁」です。「教官に代返」ではありません。教官に代返は簡
単？ですが、「共感と代弁」はちょっと難しいのです。よく話題になる、“ボランティア”とは
何でしょう？　何か特別な場所に行って、特別なことをすることだけがボランティアではな
いと思います。毎日の生活や仕事の中で何か私達がしなくてはと思うことがあると思いま
す。そういう人に出会ったり、事象に遭遇した時に「共感」して欲しいのです。自分がその
立場だったらと思うことが、ボランティアのスタートです。そして、子ども達や立場の弱い人
たちは、自ら訴えたり声を出すことができません。そういう人たちに代わって声を出して社
会に訴えていくことをアドヴォカシーと言います。私たちが、色々な所で声を出して（代弁し
て）いくことで、社会が変わるならば、これは立派なボランティアだと思います。日々の生活、
仕事の中で「共感と代弁」を考えましょう。

■書記：中村邦雄 ｙｓ

本年度書記の役目をお引き受けした中村です。少し暇そうに見えたのがこの役が来た理由でしょ
う。１年間、みなみワイズの活動を間違いなく記録できれば合格点を下さい。それに、私が書記の
期間は誰も退会なさらないでくださいね。私の仕事が増えてしまいます。でも、入会者を連れてき
てくださるのは歓迎です。仕事が増えても文句は言いません。

■会計：犬童晶子ｙｓ

前期では会計の副をさせて頂いていたのですが、わけがわからないような状態で1年間やってきて
しまいました。今期は高野ｙｓと連携を取りながら力を合わせて理解をしつつ頑張っていきたいと
思います。

■ドライバー委員長：魚山雅代ｙｓ

初めてのお役目で期待と不安でいっぱいですが、自分にできる事を常に考え取り組んで行きたい
と思います。杉野会長を盛り立てる（格好良くみえる）ような例会作り。また、みなみに来られた
方が楽しいと思えるような雰囲気作りを心がけます。皆様との交流を大事にしワイズ理解を深め
て行きたいとおもいます。ご指導とご協力をお願いいたします。特に、内村ワイズ、銭神ワイズお
世話になります！

■ブリテン委員長：内村忠生ｙｓ

第一の目標をブリテン印刷費用の半減を目指します。第二に役立つブリテンを目指します。皆様
には、原稿の依頼をたびたびいたしますので、ご協力をお願いいたします。

■ファンド委員長：高野　亨ｙｓ

今回ファンド委員長を拝命いたしました。皆さんご存知のとおり、現在ファンド基金が少なくなって
います。本基金は、私たち熊本みなみワイズメンズクラブのボランティア活動を行うための大切な
お金です。今年は、ファンド基金を例年以上に増加させ、余裕のあるボランティア活動ができるよ
うにしていきたいと思います。皆様のご協力をお願いいたします。

■ＥＭＣ委員長：緒方大介ｙｓ

２回目のEMC委員長を拝命いたしました。人は楽しいところに集まり、活動へ参加する事に意義
を見い出して行くものだと思います。たくさんの人が集まるクラブへ、そしてドロップしないクラブへ、
今年も一段と楽しいクラブへとみんなで一緒に成長しましょう。

■地域奉仕委員長：後藤慶次ｙｓ

地域奉仕委員長を拝命しました。いままでに「ホームレス支援の会」、病児保育「ミルク」などの支
援を地域奉仕事業として行ってきました。今後も継続的な支援を行うとともにみなみクラブ独自
の地域支援事業が何かできないかを今年度は検討してみたいと思います。皆さんよろしくお 願い
します。

■ＹＭＣＡサービス委員長：和田　隆ｙｓ

今年度のＹＭＣAサービスとしての目標としては、杉野会長の掲げた活動方針（地域の「隣人」と
様々な事を共感し、共生できる力を持つ。）の実践と、ＹＭＣAの活動を積極的に支援する事です。
今年度の抱負としては、「楽しみ」と「仲間」をテーマに活動していきたいと思います。その結果、熊
本みなみワイズの仲間とＹＭＣAの仲間が協力して、ＹＭＣAに関わる人々を楽しませる最高のサ
ザンフェスタを開催したいをおもいます。皆さんの参加協力をお願いします。

■交流委員長：堀　隆之ｙｓ

ご存知の方も多いかと思いますが、先日の西日本区大会において六甲部に所属する「芦屋クラ
ブ」から去年に引き続き、熱心なＤＢＣ締結への思いが伝えられました。そこで、今期１年間を通
してその事に重きをおいてさらに他クラブとの交流、つまり２クラブ間合同例会を定期的に行い
たいと思います。現在、熊本は一つだ！との掛け声はよく聞こえて来ますが、実際はなかなか他ク
ラブの事が分らず、他クラブに移籍するのがほとんど出来ないのが現状です。そこで、２クラブで
の交流を計って人の交流を促進したいのです。それが、熊本全クラブに広がったらチョットいいか
な～と思います。という事で今期１年間宜しくお願いします。

■広報委員長：桑原純一郎

今年度は九州部広報主査という役目もいただきましたので、九州部各クラブの広報活動のお手
伝いを行わなければなりません。昨年のジェーンズクラブ亀浦広報主査は、全クラブのブログを立
ち上げられましたので、今年は九州部のブログを立ち上げて、フォローとスキルアップを図ります。
更に、平山九州部長と全クラブを訪問して、各広報委員長との交流を図りながら広報活動を進
めます。我がみなみクラブにおいては、全員が広報マンという意識を持っていただいて、全員が
ワイズ名刺を持ち、クラブ紹介チラシやブリテンを携帯して、積極的にクラブ紹介を行いましょう。
広報活動とＥＭＣ活動は車の両輪です。又、来年の熊本西日本区大会に向けての実行委員会・
連絡会議・九州部・西日本区の活動に注目していただき、積極的なご参加をお願いします。

■ウェルネス委員長：宮崎靖大ｙｓ

ワイズ半年の私ですが、この度ウェルネス委員長をさせて頂く事になりました。「会員のためのリク
リエーション等の企画運営」という事で、とびっきり楽しいボーリング大会を企画しようと思っており
ます。また、その他活動も、出来る限りの尽力をする所存です。地元街興し団体との協同企画な
ど、可能ならば、やりたいですね！！

■メネット会会長：小水流雅代ｙｓ

メンである私がメネット会長になることは何か意味があるのだと思い引受けました！できればメネッ
トと親睦をもちワイズ活動に役立っ事を見つけたいと思います！新しいみなみクラブの始まりです。
今年も素晴らしい仲間と友に楽しく参加したいです。よろしくお願いします。

在籍会員

出席会員

広義会員

ゲスト

ビジター

メネット

コメット

メイキャップ

出席合計

２７名

２２名

０名

０名

５名

１名

１名

０名

２９名

６月例会報告
大村浩士

６月例会は、まず平塚ワイズの入会式が行われ仲間がまた一人増え

ました。そして会長報告、役員引継ぎと新体制へ移行しました。

１年間、堀会長、役員の方本当にお疲れ様でした。

西日本区大会の写真も最高でした。


