
　熊本YMCAと姉妹交流のある、韓国大邱YMCAが創立90周
年を向かえ、記念式典に参加しました。大邱は韓国第三の都市
で、熊本YMCAとは40年以上の交流の歴史があり、年間7回も
の定例プログラムを実施しています。大邱市からの委託を受け
て実施している障害者就労支援のための自転車工場や、環境
保護を目的とした事業などの紹介がありました。海外からの招
待者を含め160名の参加でした。

＜YMCA行事＞

10月 5日（日）　体育英語幼児園　運動会

10月11日（土）　熊本YMCA60周年記念　

10月12日（日）　熊本YMCA60周年記念式典

　　　　　　　　　　　スティーブン・ロイド・リーパー講演会

　　　　　　　　　　　記念祝賀会

10月21日（火）　有酸素マシン　リニューアルオープン

10月22日（水）　ＹとＹ‘ｓの交流会

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９月２３日　１９：００～２１：２０　場　所：平成黒豚亭

出席者：杉野、堀、高野、魚山、犬童、桑原、内村、木佐貫、大村、小水流、銭神、

　　　　　　北岡、辻、中村　　　　　　以上１４名

<報告事項>

１）熊本７クラブ写真入り会員名簿原稿について、９月中原稿を集約する。

２）本年度第２回九州部評議会が９月７日交通センターホテルで開催された。

３）熊本連絡協議会が９月９日平成黒豚亭で開催された。

４）本年度火の国フェスタが１１月２９日にメルパルクで開催される。

５）アニバーサリーの記念品はエコバックに決定。Y’sマークをプリント。

６）ＹＭＣＡ会員スポーツ・ボーリング大会、熊本みなみクラブが優勝した。

<協議事項>

１）１０月合同例会（ひがしクラブ）について（魚山ドライバー委員長）

２）１１月１８日（火）、ワイン例会について（杉野会長）

３）本年度のウェルネスは丸山ハイランドペンキ塗り作業を行う。（桑原Y’s）

４）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）

５）本年度ワイズデーＳＯ地区大会支援について（担当：後藤Y’s

６）次次期九州部長について（会長が説明）

７）西日本区大会実行委員会関係からの依頼事項

８）芦屋クラブ訪問の件

９）１２月例会について

10)本年度ジャガイモファンド促進「ジャガイモ料理コンテスト」日程について

次回役員会予定：１０月２８日（火）、企画例会予定：１１月４日

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

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

じゃがいも料理の鉄人　１０月２８日（火）　18:00～22:00　平成黒豚亭

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

あなたがたは、たしかに彼に聞き、彼にあって教え
られて、イェスにある真理をそのまま学んだはずであ
る。エペソの信徒への手紙 第４章２１節～２４節

◇日時　１１月１８日（火）１９：００～２１：００　受付１８：３０～
◇会場　日航ホテル　５Ｆ　天草）

１．開式
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．入会式 全員

寺田節子さん、濱崎ももよさん

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　　　　　　　

４)ＹＭＣＡ報告 【辻ｙｓ】

９．食前感謝　　　　　　　

食事

１０．卓話
　　　　『ピーロートジャパンよりお招きして、ワインについてお話いただきます』

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

１１月ワイン例会のご案内

ハッピーバースデイ（１０月誕生日）

アニバーサリー（１０月結婚記念日）

髙野　享ｙｓ、堂上寿子ｙｓ、村上和枝ｍｔ、中村勝子ｍｔ

杉野茂人ｙｓ・美江ｍｔ、池澤誠ｙｓ・理恵ｍｔ、増田徹ｙｓ・玲子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２０年１１月１７日迄 有効期限平成２０年１１月１７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

１１月の卓話者プロフィール

ピーロートジャパン株式会社　（世界のワインを販売）
108-0075東京都港区港南2-13-31
品川NSSビル5F
ダイレクトセールス営業部、インターネットセールス営業部、テレフォンセールス
営業部、通信販売営業部、レストランセールス営業部、トレードセールス営業
部

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 辻健太郎
◇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

隋兵（秋の例大祭）も終わり、秋の気配が近づいてきましたね。先月の例会
では今村大祐氏の卓話で「Ｂｏｄｙ　ｃｏｎｔｒｏｌ」・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、という話を聞きました。３か月連続の２００％
例会にはなりませんでしたが、１８８％と多くのビジターの方にもご参加いた
だき、交流を深めることができました。その中からお二人が来月入会されるこ
とになりました。お名前や紹介は来月の例会でいたしますので、みんなで心を
込めて温かくお迎えいたしましょう。さて9月23日に会員スポーツボーリング
大会で「みなみワイズストライカーズ」はな何と！！優勝してしまいました！ス
バラシ！10月6日（今日）はひがしクラブと合同例会です。この機会にひがし
クラブのみなさんと大いに交流を深めましょう。10月13日は待ってました！
ジャガイモが来ます。みんなで荷降ろしをしましょう。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。どんどん行きますよ～！！１つ共感と代弁を。VPD ：
vaccine （ワクチン）preventable（防げる）diseases（病気）って知ってますか？
ワクチンさえ受けてれば罹らずにすむ病気です。中には、罹ってしまうとかな
りの率で亡くなってしまう病気もあります。アフリカの話ではありません。この
日本で、この熊本でも先日一人子どもが亡くなりました。いくつかのワクチン
に関しては、日本は北朝鮮と同じレベルといっても過言ではありません。共感
しました？代弁してください。

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

１９名

２名

２名

０名

４６名

例会報告
内村忠生

９月１６日に犬童ワイズのご紹介で「今村大佑」さんのボディーコント

ロールという題目で美しい歩き方の卓話を伺いました。お客様も１９

名おいでいただき、皆でお尻を突き出して美しい歩き方を教えてい

ただきました。

丸山ハイランドピクニック

１０月４－５日　瀬戸山陰部部会

チャリティーボーリング大会

先日の企画例会で、来たる１１月９日(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

９月２３日チャリティーボーリング大会
が交通センターボウルで開催されま
した。その中で優勝したみなみクラ
ブのメンバー、後藤ｙｓ＋コメット、小
水流ｙｓ、銭神ｙｓ、平塚ｙｓがスタート
時点から絶好調で、ダントツ逃げ切
りの好成績の結果、参加者の中で最
も高い点数を記録し、“優勝”
参加者全員が見守る中、「１」の高
台に上がり、祝福を受けました。
（右写真）

卓話者　今村大佑さん

ビジターの皆様

１０月４日～５日にかけて、瀬戸山陰部の部会へみなみクラブから内村ｙｓが
参加されてきました。場所は書写山円教寺で山全体がお寺のような荘厳な雰
囲気の中、総勢６９名が宿坊にこもりワイズとしての意見交換を行いました。


