
　メリークリスマス!　皆様はクリスマスをどう過ごされますか。
YMCAではクリスマスをお祝いする会を催し、子どもたちとクリス
マスの意味を考える時を持ちます。クリスマスは、神の子イエス・
キリストが降誕されたことをお祝いする記念日です。
今月で2008年も終わりになります。この1年、みなみＹＭＣＡは
みなみクラブの皆様に多く助けられ、支えていただきました。心
より感謝申し上げます。来年も皆様にとって良い年でありますよ
うに。

＜YMCA行事＞

12月14日（日）クリスマス祝会

12月24日（水）冬季講習会スタート

12月30日（火）休館　1月4日（日）まで

1月24日（土）ボランティアデー　花岡山清掃

1月25日（日）１コインチャリティプログラム

1月30日（金）第133回　熊本バンド早天祈祷会

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
｢Enjoy Y's life with Consideration !｣

「思いやりを持ってワイズライフを!」

九州部部長 「ＹとＹ’ｓの絆で、社会奉仕！」

日　時：２００８年１２月２日（火）　１９：００～２０：３０
場　所：熊本みなみＹＭＣＡ
出席者：杉野（会長）、高野、堀、内村、大村、魚山、小水流、辻、中村　以上９名

■報告事項
１）熊本７クラブ会員名簿に関する件。
２）ＹＭＣＡ創立６０周年行事時に熊本ＹＭＣＡから配布した５０年史を配布する。
３）西日本区が編纂した「ワイズ読本」、１２月例会時に会員全員に配布する。
４）第３回熊本連絡協議会が１１月１１日に熊本中央ＹＭＣＡで開催された。
■協議事項
１）１２月クリスマス例会の概略と予算、出し物について魚山Y’sが提案。
２）１月例会について、魚山委員長が別紙に基づき提案。
３）2月TOF例会について、会場はホテル日航。食事代を安くできるよう工夫する。
４）高野ファンド委員長から会員はファンドの趣旨を理解していくことを確認した。
５）１１月例会から使用しているアニバーサリーの記念品は巻いてリボンで止める。
６）西日本区大会実行委員会関係の前回までの確認事項が発表された。

７）１２月２３日（祝）に丸山ハイランド「餅つき大会・忘年会」（2500円）への参加をメー
　　ルで呼びかける。
８）次々期九州部長の受諾について桑原Y’sの方向で現九州部長に回答する。

９）次年度九州部ＥＭＣ主査をみなみクラブが担当し、魚山Y’が諾否を判断すること
　　であるとの認識で一致した。

10）芦屋クラブ訪問については、日程の都合から訪問は１月以降になる見込み。今
　　後検討していくことになった。
11)昨年に引き続き、会員ボーリンブ大会を１～２月に計画する。

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

みなみクラブ行事予定

みなみクラブ２００８年大忘年会兼役員会：１２月２７日（土）19:00　平成黒豚亭

みなみクラブ２００９年大新年会兼企画例会：１月６日（火）　19:00　みなみセンター

みなみ・むさし新春合同（日本酒・和装）例会　１月８日（木）　19:00　ホテル日航

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

兄弟たち、無秩序な者を訓戒し憂いに沈んだ魂に
慰めのことばをかけ弱い者を支えすべての人に対し

て辛抱強くありなさい。―テサ一 5章14節

１２月クリスマス例会
日時　：　１２月１６日（火）１９：００～２１：３０(１８：３０受付)
場所　：　ＹＭＣＡ中央　自立の家「ひまわり」

■　第１部　■ 【北岡ｙｓ】

１　開会点鐘 【杉野会長】
２　ワイズソング 【全員】
３　きよしこの夜 【全員】
４　会長挨拶 【杉野会長】
５　ゲスト＆ビジター紹介
６　バースデイ＆アニバーサリー
７　活動報告・諸報告 【中村ys・辻ys】

■　第２部　■ 【大村ｙｓ】

１食前感謝 【平塚ys】
２乾杯 【麻生ys】
３バンド演奏　（ＲＴＱ）
４子供たちのゲーム　 【辻ys】
５サンタから子供たちへプレゼント　 【中村ys】
６ハワイアンダンスショー　（フラ・ピカケスタジオ）
７みなみオークション【緒方ys】
８ワイズソング 【全員】
９閉会点鐘 【杉野会長】

１２月ファミリークリスマス例会のご案内

ハッピーバースデイ（１２月誕生日）

アニバーサリー（１２月結婚記念日）

辻健太郎ｙｓ、麻生雅子ｍｔ、杉野美江ｍｔ

宮﨑靖大ｙｓ・真代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２１年１月７日迄 有効期限平成２１年１月７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

１２月の卓話者プロフィール

書記：中村

ＲＴＱバンド
小水流ｙｓの
紹介で平成
音楽大の
バンド

フラ・
ピカケスタジオ
www.
pikakestudio.
com

「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。

クラブ
会長主題

☆ 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/濱崎ももよ/寺田節子
◇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 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

いよいよ師走に突入し、慌しくなってきましたが、皆様はいかがお
過ごしでしょうか？今年一年、皆様にはみなみワイズとYMCAのた
めにいろいろご協力ご支援いただきまして、本当にありがとうござ
いました。私自身も、７月から会長として、全くダメなことばかりでし
たが、何とか半年経ちました。あと半年、来年も皆様のご指導ご支
援がなければ何もできません。みなさん、ひとりひとりの力がこのク
ラブに必要なのです。全員で盛り上げていきましょう。

１１月は、ワイン例会楽しんでいただけましたでしょうか。２次会出
席者３５人は過去最高ではないでしょうか？　本当にありがとうご
ざいました。今日は楽しいファミリークリスマス例会です。みんなで
楽しいクリスマスをすごしましょう。

来年２月のＴＯＦ例会では、会員卓話で４人くらいの方に、普段の
生活や仕事の中で考えていること、最近共感したこと、等をお話し
していただこうと思っています。私の独断で指名させて頂きますの
で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

２９名

２６名

０名

０名

１８名

２名

０名

０名

４４名

例会報告
内村忠生

１１月１８日に熊本みなみワイズメンズクラブの定例会が日航ホテ
ルで開催されました。メンバーとビジターを含めて４４名のにぎやかな
参加でした。本日の卓話ピーロートジャパンの能登原一介さんによる
「もっとワインを楽しもう」と濱崎さんと寺田さんという二名の新入会
員の入会式もあり、３１名の会員数となる記念すべき入会式でした。

国際協力青少年育成年末募金

火の国フェスタ「第１２回西日本区大会決起集会」

再春館サンクスクリスマスイルミネーション　「小雨時々大雨　気温：寒い」

１２月７日にＹＭＣＡみなみセン
ターの国際協力青少年育成年
末募金でゆめタウンはませんに
て総勢８７名の募金活動が行わ
れました。
みなみクラブよりの参加者は杉
野会長、高野ｙｓとコメット３名、
内村ｙｓとコメット２名の８名でが
んばりました。
ゆめタウンはませんの募金総額
は８００７０円の成果で、この不
景気の中に昨年同様の募金が
集まり、寒い季節の中に世の人
の暖かさを感じた日曜日でした。

１１月２７日今年も再春館サンクスクリスマスイルミネーション の募金集めボラ
ンティアにみなみクラブも参加しメンバー５名とコメット３名の総勢８名です。
雨の中にたくさんのドライバーがイルミネーションのメルヘンの世界へと入ってい
きました。私達は交代で皆さんから善意の募金５００円を集めます。総台数３
４８台で１７４５００円の募金を集めることが出来ました。今回はＳＯ熊本を初
め、益城町社協、菊陽学園、さくらへの寄付金となる予定です。

濱崎ｙｓ・寺田ｙｓ入会式　　　　　　卓話　能登原一介さん　　

１１月２９日熊本連絡会議主催で熊本のワイズメンが集結し来年６月に開催
されます第１２回西日本区大会に向けた決起集会が催されました

犬童わいず大活躍
みなさんお疲れ様でした おめでとうございます

みんなで、「じーっ」とわいんをまってま～す

ぼきんおねがいしまーす

ぼきんおねがいしまーす

ありがとうございました

はぁ－ぁっ
はぁ－ぁっ


