
多くの子どもたちが集う夏休み講習会が、夏の終わりと共に終
了しました。水泳、体操、サッカー、デイキャンプなどに750名も
の子どもたちが参加し、夏の思い出となりました。8月最後の夜
（８／３１）はサザンフェスタの感謝会を行いました。みなみワイ
ズからご家族、ビジター含めて12名のご参加でした
◆成人フィットネス有酸素マシン　リニューアル！
１０／２１（火）有酸素マシン29台全てが最新マシンになります
！マシン1台にテレビが1台搭載され、テレビを見ながら楽しく運
動できます。是非遊びにいらしてください！

＜YMCA行事＞

9月18日（木）　浜線バイパス美化活動

9月20日（土）　トップインストラクターによるげんきビクスキャラバン

9月23日（火）　会員スポーツ大会

10月5日（土）　体育英語幼児園　運動会

10月11日（土）　熊本YMCA60周年記念　

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９月２日　１９：００～２１：２０　場　所：熊本みなみＹＭＣＡ

出席者：杉野、堀、高野、魚山、犬童、緒方、桑原、村上、内村、北岡、辻、中村　

以上１２名

<報告事項>

１）熊本７クラブ写真入り会員名簿、次回の熊本連絡会議で協議予定。（後藤Y’s）

２）メネット合同例会は。来年学習障害者支援セミナー予定（杉野会長）

３）９月７日第２回九州部評議会開催（杉野会長）

４）９月９日熊本連絡協議会が平成黒豚亭で開催。

５）１１月２９日火の国フェスタ（メルパルク）。実行委員会、銭神Y’s・犬童Y’s
<協議事項>

１）９月例会について

２）１０月ひがしクラブ合同例会について（杉野会長が説明）

３）１１月ワイン例会について（杉野会長が説明）

４）アニバーサリーの記念品についての検討（杉野会長）

５）本年度ウェルネス企画について、１０月１３日（月祝日）丸山ハイランド

６）本年度ＹＭＣＡ会員スポーツ大会への参加について（辻連絡主事説明）

７）本年度じゃがいも・かぼちゃファンドの取り組みについて（高野ファンド委員長説明）

８）ＹＭＣＡ６０周年記念ダンスパーティー前売り券への対応について（杉野会長説明）

９）本年度ワイズデーについて（後藤熊本連絡協議会議長が説明）

10）みなみオリジナルＴシャツの販売について（緒方Y’s説明）

11）西日本区大会実行委員会関係からの依頼（桑原Y’sが説明）

12）ホームレス支援のためのファンド設置について（桑原Y’s提案）

13）「みるく」支援について（杉野会長説明）

14）メネット会の活動について

ＹＭＣＡみなみセンター通信

みなみクラブ通信（企画例会報告）

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：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

Kumamoto MinamiKumamoto Minami YY’’s Mens Men’’s Clubs Club
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＜今月の聖句＞

「喜びをもって主に仕えよ。歌いつつ、そのみ前に、
きたれ。主こそ神であることを知れ。」

詩篇　第１００篇２～３節

◇日時　９月1６日（火）１９：００～２１：００　受付１８：３０～
◇会場　日航ホテル　５Ｆ　天草）

１．開式 司会：木佐貫ｙｓ
２．卓話者入場 杉野会長
３．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．ビジター紹介 司会者
６．会員近況報告 一山ｙｓ
７．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー
８．活動報告・諸報告　　　　　　　

１)ﾒﾈｯﾄ合同例会報告 【村上ｍｔ】
２)九州部評議会 【杉野会長】
３)熊本連絡会議 【後藤ｙｓ】
４)ＹＭＣＡ報告 【辻ｙｓ】

９．食前感謝　　　　　　　 【永田ｙｓ】

食事

１０．卓話
　　　　『Ｂｏｄｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ﾎﾞﾃﾞｨｰｺﾝﾄﾛｰﾙ）』
　　　　　美しく歩くウォーキング講師　　今村大佑　さん

１１．なごりはつきねど　　　　　　　　　　　　　　　　　全員
１２．閉会点鐘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 杉野会長

例会プログラム（９月サマービアパーティ）

ハッピーバースデイ（９月誕生日）

アニバーサリー（９月結婚記念日）

堂上　正ｍｔ

麻生伸一ｙｓ・雅子夫妻、内村忠生ｙｓ・めぐみ夫妻

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１０月２０日迄 有効期限平成２０年１０月２０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

今月の卓話者

美しく歩くウォーキング講師　今村　大佑　さん

Ｂｏｄｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ﾎﾞﾃﾞｨｰｺﾝﾄﾛｰﾙ）
　・健康についての考え方
　・心と身体のコントロール
　・美しく歩く

書記：中村



☆ 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「活動報告」

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/福田 薫能
◇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

会長３ヶ月目です。会長と呼ばれても、まだ違和感ありますね。しかし、ほんと
忙しいです！本業でポカをしないように頑張ります。先月は８月１９日に皆様
のおかげで大変楽しいサマービアパーティを開催することができました。多く
のビジターの方にもご参加いただき、2か月連続で２００％例会となりました。
みなさんも色々な方と交流を深めることができたのではないでしょうか。また、
福田薫能さんとういう素晴らしい方がご入会されました。本当にうれしいこと
です。これで今期３人目の入会者となります。今後の予定として9月23日に
会員スポーツボーリング大会（みなみは2チーム参加）、10月6日はひがしク
ラブと合同例会です。10月13日は待ってました！ジャガイモが来ます。祝日
です、みんなで荷降ろしをしましょう。それからまだ注文してない方は高野ファ
ンド委員長に注文してください。11月はワインの試飲もできるワイン例会を
予定しています。１つ共感と代弁を。重度の障害のある方のための特殊な
車いすや座位保持装置を作っていた「もと工房」（古閑陽一さん方）が７月火
事で全焼してしまいました。重い障害を持った息子さん（1980-99）を育てら
れた経験から素晴らしい仕事をされ、多くの方が頼りにしていた工房です。
共感された方は「もと工房再建応援隊」への募金をよろしくお願いします。口
座名：もと工房再建応援隊　郵便振替口座０１７１０－５－５０４２６

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

２９名

２３名

０名

０名

２５名

５名

７名

０名

６０名

８月例会報告
内村忠生

８月１９日に鶴屋「麦菜館」にてﾌｧﾐﾘー ビアパーティーが開催されま

した。総勢６０名のメン・メネット・コメット・ビジターが通常例会の第

一部の後、第二部で飲んで食べて騒いで楽しみました。

大村ｙｓと北岡ｙｓによる腹話術トーク、会長の缶ビール３秒一気飲
み、ビール早飲みレース、子供たちのジュース早飲みレース、そして
恒例の５０円玉じゃんけん総取りと、みんなで楽しい時間を過ごすこ
とができました。

福田ワイズ 入会式

丸山ハイランドピクニック

９月７日　九州部評議会　（熊本交通センター）

ＹＭＣＡリーダー・委員・ｙｓ交流会 合同ﾒﾈｯﾄ例会

先日の企画例会で、来たる１０月１３日(体育の
日)、昨年に続き『丸山ハイランド』への、ピクニッ
クを行う事が決定致しました。現地ではふれあい
館バルコニーのペンキ塗りのボランティア活動を
行います。奉仕活動の後は、自然豊富な山の幸
ふんだんな料理を満喫し温泉でゆったりの予定で
す。初秋の丸山ハイランドは心も体もリフレッシュ
できる別天地です。
申込の際は宮崎までＥメールでお知らせください。
ビジター参加大歓迎です。多数のご参加をお待ち
しております！

ウェルネス委員長 　宮崎　靖大
Ｙｓ-ｍｉｙａｚａｋｉ＠ｍｉｎａｍｉ－ｙｍｃ．Ｉｎｆｏ

９月１日に合同メ
ネット例会がホテ
ルキャッスルで開
催されました

８月３１日サザンフェスタの感謝祭も
兼ねて、夏期講習会でお世話になっ
たリーダーとみなみＹＭＣＡの運営委
員そしてみなみワイズメンズクラブと
の交流会として、ＹＭＣＡみなみセン
ター駐車場でバーベキュウ大会が開
催されました。

第１２回　西日本区大会の舞台アピール


