
今年で5回目を迎える、みなみYMCA祭－サザンフェスタが8月

10日（日）に開催されました。今回のテーマは「世界をつなぐ

YMCA～心のふれあい、みなみから～」と題して、益金は国際協

力青少年育成年末募金とする目的のもと行われました。在籍

生による新体操、フラメンコなどの発表、など。暑い中、 2,500

名の来場者があり、焼き鳥、かき氷、焼きそばなど出店の売り上

げも上々でした(募金額50万円)。YMCA会員、浜線企業、関

係企業、委員、ワイズメンズクラブのみなさんに支えられながら

終えることができました。

＜YMCA行事＞

8月18日（月）　日韓視覚障害青少年交流プログラム

8月21日（木）　YMCA運営委員懇談会

8月31日（日）　みなみYMCA　感謝会

9月 7日（日）　熊本YMCA水上フェスティバル

9月23日（火）　会員スポーツ大会

■日時：２００８年８月５日　１９００～２１：３０　場所：熊本みなみYMCA　　　　　

■出席者：杉野（会長）、堀、桑原、内村、大村、小水流、北岡、魚山、犬童、銭神、
　　　　　　　後藤、木佐貫、緒方、高野、辻、中村　　　　　　　　　　　　　　以上１６名

<報告事項>

１）熊本連絡会議関係で会員名簿と「火の国フェスタ」 について（後藤Y's）

２）第１回九州部評議会が開催された。（杉野Y's）

３）サザンフェスタについて８月１０日（日）１４～１６時集合（内村Y's）

４）サタブラ（ ８月９日（土）9:00～15:00ＫＡＢ二本木夏祭り）への出展

５）YMCAボランティアデイ：７月２０日みなみYMCAで清掃活動を行った。

６）りんごジュースファンドについて（高野Y's)２２０箱完売！！来年は３００箱か？

７）８月２～３日クラブ研修会（阿蘇ＹＭＣＡキャンプ場）について

<協議事項>

１）８月（例会）ファミリービアパーティについて（別紙）提案者：魚山ドライバー委員長

２）９月メネット合同例会について：９月１日テルサ

３）９月例会について卓話者は犬童Y'sの紹介で、今村大祐さん

４）１０月例会について：ひがしと合同例会とすることに決定した。

５）１１月例会は、ワイン例会にする。（卓話者依頼済み）

６）本年度ウェルネス行事について：丸山ハイランドに日帰りピクニック

７）メネット会について：小水流メネット会長より切手又はプルトップ集めを検討

８）例会（入会式がないとき）のプログラムにメンバーの近況報告を時々入れる。

９）ＹＭＣＡ会員スポーツ大会（辻連絡主事）：９月２３日ボーリング大会

１０）１０月のジャガイモファンドの値上価格について

ＹＭＣＡみなみセンター通信

みなみクラブ通信（企画例会報告）

連絡主事　辻健太郎

みなみクラブサークル

文章書き方教室： ９月３０日（火）　19:00～21:00　㈱プロサポート会議室

プチ風水会：　１０月1４日（火）　19:00～21:00　㈱プロサポート会議室

◇日時　８月1９日（火）１９：００～２１：３０　受付１８：３０～

◇会場　麦菜館（鶴屋駐車場１Ｆ）

■第一部　１９：００ 司会：内村ｙｓ

１．開式

２．開会宣言,点鐘　　　　　 杉野会長

３．ワイズソング「いざたて」　　　　　　　　　　 全員

４．会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　 杉野会長

５．ゲスト・ビジター紹介

６．入会式　（福田薫能さん）　

７．ハッピーバースデー・アニバーサリー

■第二部　１９：３０ 司会：宮崎ｙｓ

８．食前感謝　　　　　　　 【中村ｙｓ】

９．乾杯 【堀ｙｓ】

１０．食事 　

１１．アトラクションタイム（65min）

　　　　ファミリー紹介 全員

　　　　被り物ﾄｰｸｼｮ-「ひろし＆キョー」 大村ｙｓ、北岡ｙｓ

　　　「ビール早飲みダービー 」　３レース メン・メネット

　　　「ジュース早飲みダービー」　２レース コメット

　　　「ジャンケン５０円総取り」 全員

１２．なごりはつきねど　　　　　　　　　　　　　　　　　 全員

１３．閉会点鐘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 杉野会長

例会プログラム（８月サマービアパーティ）

ハッピーバースデイ（８月誕生日）

アニバーサリー（８月結婚記念日）

犬童晶子ｙｓ８月６日、魚山雅代ｙｓ８月１３日、宮﨑真代ｍｔ８月５日

今月はありません

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２０年９月１５日迄 有効期限平成２０年９月１５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）

福田 薫能（フクダ マサタカ）
1級建築士
1972　熊本県熊本市生まれ
1991　熊本商科大学附属高校卒業
1996　鹿児島大学工学部建築学科卒業
1998　鹿児島大学大学院工学研究科博士前期課程修了

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！」

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。

☆ 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。

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

８８
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＜今月の聖句＞

「主に望みをおく人は新たな力を得る」

イザヤ書　第40章　31節



☆ 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
　　　　　　　　　　　　　　 /堂上寿子
◇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
◇Ｅ Ｍ 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

今年もますます暑い夏ですが、みなさまお元気ですか？ビールや冷たいもの

ばかり飲んでると体調こわしますよね。暑い時は、やっぱり適度な汗をかく方

が良いみたいですね。

　さて、先月はキックオフ例会を無事終えることができ、皆様に感謝いたしま

す。また永田さんがジェーンズより移籍され、堂上さんが新しく入会され、素

晴らしい移籍・入会式を行うことができました。これでみなみワイズのメンバー

は２８名となりました。今月また新たに入会される福田薫能様をお迎えします

ので、今月で２９名となり、目標の３０名は目前となりました。メンバー数が増

えることは良いのですが、どうしても一部のメンバーしか活動しなくなったり、

例会欠席者が増えたりしやすいようです。今期の方針の中にありましたよう

に、私は入会者を増やすことよりも、退会者をなくすことに力を入れたいと思

います。ぜひメンバー全員が仲良く、仲間意識を高めて、コミュニケーションを

とりあって、「あー本当に、このクラブに入って良かったなあ」と思えるようなク

ラブにしていきましょう。報告にもなりますが、７月２０日はみなみYMCA清掃

活動、８月２日はYMCA阿蘇キャンプ場で研修会、８月１０日はみなみYMCA

サザンフェスタと楽しいイベントがありました。これからも、できるだけ全員参

加で連帯意識を高めましょう。

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

２８名

２３名

０名

０名

１５名

３名

０名

０名

４２名

７月例会報告
内村忠生

今期、杉野会長の２００８年度キックオフ例会が開催されました。九

州部の平山部長や各役員さんの公式訪問もあり、他クラブの新会

長の訪問もあり、沢山の方においで頂きました、そのような中、みな

みクラブ２７人目の永田ワイズがジェーンズクラブより移籍され、２８

人目のメンバー。堂上ワイズが誕生いたしました。最後に西日本区

大会実行委員会より、西日本区大会の案内があり、来年に向けて

意気の上がるすばらしい例会でした。

堂上ワイズ 永田ワイズ

杉野会長

熊本みなみクラブ「夏の催し」

みなみＹＭＣＡサザンフェスタ

二本木サタブラ祭り

阿蘇ＹＭＣＡ新人研修会 みなみＹＭＣＡ奉仕草取り

８月１０日に熊本みなみＹＭＣＡセンターにて、サザ
ンフェスタが開催されました。みなみクラブもみなみ
センターへの奉仕活動として恒例の「焼き鳥」「ポテ
ト」「揚げたこ焼き」「生ビール」を出展し、過去最高
の売上を上げることができました。参加された皆様、
暑い中大変お疲れ様でした。・・・皆さんもテントの
裏で焼き鳥に生ビール美味しかったでしょうね～。

８月９日にＫＡＢにて開催されました、二本木祭りに
メンバーの主催者である宮崎ワイズから声を掛けて
いただきＹＭＣＡの広報活動とワイズメンズクラブ
の広報を兼ねてファンド資金調達の為に、ボランティ
ア活動を行いました。この日もまた記録的な暑さで
したが、皆様大変お疲れ様でした。・・・特に魚山ｙｓ

７月２０日にＹＭＣＡみなみセンター
にて、ボランティアデーとして草取
りの奉仕活動を行いました。夕刻
であるにもかかわらず、とても暑かっ
たのですが１時間みっちりと真剣
に草を刈り、美味しいビールを頂き
ました。改めてビールを美味しく飲
むためには、
気持ちよい
暑さと、気
持ちよい労
働が欠かせ
ないことを
知りました。

８月２日に阿蘇ＹＭＣＡキャンプ場に
て、新人研修会が催されました。ジョー
ジウイリアムスの生い立ちからＹＭＣ
Ａ設立にいたるまで、目が点になるく
らいの読み合わせは、久々にまじめ
に勉強した気分で、またまたビール
が旨い、涼しい夏の夜でした。


