
季節は夏に向かい、水に触れ合う機会が多くなるととも
に、水難事故が多くなる時期です。子どもたちの大切な
命を水の事故から守るために、水上安全キャンペーンを
実施中です。地域の小学校・幼稚園にウォーターセーフ
ティハンドブックを無償配布したり、着衣泳指導・救急法
指導をしたりして事故防止を呼びかけています。（写真
は着衣泳指導での寸劇）
7月19日は成人会員とその友人を対象にサマーパーティ
を開催します。みなみYMCAスタジオにて。生ビールサー
バーあり！ワイズの皆さんも是非ご参加いただき、
YMCA会員の方と親交を深めてください。＜YMCA行事＞

6月17日（水）サザンフェスタ実行委員会
21日（日）父の日特別プログラム
7月 5日（日）ＹＭＣＡ救急法講習会
6日（月）韓国大邱YMCA職員来熊～10日
　　19日（日）みなみYMCA成人サマーパーティ
　　22日（水）Ｙ‘ｓとＹＭＣＡの交流会
　　27日（月）夏休み講習会開始～8月28日

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！」

期日：２００９年６月９日　１９：００～２１：００

場所：熊本みなみＹＭＣＡ

出席者：杉野、内村、木佐貫、桑原、村上、堀、大村、小水流、高野、魚山、永田、
寺田、中村

計１３名

■反省事項

１）西日本区大会について、出席者がそれぞれ反省及び感想を述べた。

■報告事項

１）５月役員会での検討事項の報告

■協議事項

１）毎月第２火曜日の取り扱いについて（提案者：内村）

２）ドリームカードの提出について（提案者：内村）

３）九州部第１回評議会への参加について（提案者：内村）

４）次年度会計予算作成に関して決定しておく事項（提案者：内村）

５）りんごジュースファンドの目標数決定について（提案者：高野）

６）６月定例会（６月１６日１９：００～　ホテル日航熊本）に関する件（提案者：魚山）

■連絡事項

１）６月役員会の期日は６月３０日（火）、１９：００～杉野会長邸（場所は後日通知）。

２）西日本区大会関係の下記代金を６月例会時（６月１６日）に会計に支払う

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

ワイズメンズクラブ行事予定

みなみクラブ役員会

みなみクラブ謝恩会

みなみクラブ第二例会

みなみクラブ第一定例会
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＜今月の聖句＞

自分には何も疚しいところはないが、それでわたし
が義とされているわけではありません。私を裁くのは
主なのです。　　コリントの信徒への手紙　４-４

日時　：　６月１６日（木）１９：００～２１：００(１８：３０受付)

場所　：　ホテル日航熊本

■前半司会　　　　　　　　　　　　　　　　高野ｙｓ

１． 19:00　開式

２． 19:02　開会宣言と点鐘

３． 19:03　ワイズソング

４． 19:05　会長挨拶

５． 19:10　ビジター紹介

６． 19:15　ハッピーバースデイ＆アニバーサリー

堀　禎子mt／髙野栄子mt

／永田良子mt／永野和子mt

７． 19:25　ホームレス支援募金贈呈式

８． 19:35　活動報告・諸報告

９． 19:40　食前感謝

１０． 20:00　会長報告

１１． 20:45　会長就任式

１２． 20:50　役員引継ぎ式

１３． 20:57　なごりはつきねど

１４． 20:59　閉会点鐘

例会のご案内

次期キャビネット紹介

会長 内村ys 
副会長 高野ys　小水流ys 
書記 北岡ys　大村ys　中村ys　犬童ys                               
会計 小水流ys　寺田ys　岡ys 
監査 村上ys                                                       
ファンド委員長 桑原ys　森枝ys　永田ys　杉野ys　犬童ys                         
ドライバー委員長 高野ys　堂上ys　堀ys　木佐貫ys　福田ｙｓ
ＥＭＣ委員長 銭神ys　麻生ys　一山ys　堀ｙｓ
ブリテン委員長 坂本ys　杉野ys　大村ys　宮崎ｙｓ
広報委員長 魚山ys　宮崎ys　森枝ｙｓ
ＹMCAサービス 和田ys　池澤ys　村上ys                                         
地域奉仕委員長 後藤ys　永野ys 
ウェルネス委員長 木佐貫ys　緒方ys　岡ys 
交流委員長 寺田ys　濱崎ys　永田ys 

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６月１８日迄 有効期限平成２１年６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

書記：中村ｙｓ

「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。

６月２３日（火） 19:00　みなみセンター

６月３０日（火）　 19:00　杉野邸

７月７日（火）　　 19:00　みなみセンター

７月２１日（火）　　 19:00　ホテル日航熊本



☆ 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 第１２回西日本区大会

熊本みなみクラブ役員・委員紹介

◇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
　　　　　　　　　　　 /森枝慶壮/坂本朱美
◇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

ついに１年経ってしまいました。振り返ってみれば短いものですが、
結構やることはたくさんありました。もちろん、自分に対する不満もた
くさんありますが、それを言っても仕方がないと思っています。皆さん
もそうですがクラブの活動は仕事ではありません。ワイズの為に自分
や仕事を決定的に犠牲にしてはならないと思います。「できるしこ」で
す。それでも、１円にもならない事を仲間と一緒に、喧々諤々議論し、
ワイズ談議に燃えたことは最高に良い思い出です。この１年間みな
さまに支えていただき会長という貴重な経験ができたことは仕事にも
プラスになったと思います。また、会長になるといろんな方と知り合い
になれます。多くのワイズメンといろんな話が出来ます。世の中には、
こんなに立派な方もおられる、こんなに面白いことを考えている人も
いる、本当に色んな経験をさせてもらいました。色んなことに共感し、
できるだけ多くの人に話して聞かせ、代弁することもできました。これ
からもワイズメンとして楽しく頑張っていきたいと思います。１年間あ
りがとうございました、そして８代目次期内村忠生会長、よろしくお
願い致します。

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

３３名

２５名

０名

１名

１１名

７名

１６名

０名

６０名

例会報告
内村忠生

５月１９日にホテル日航で５月コメット例会が開催されました。

メンバーのコメットたちが、例会の運営すべてを担って、一生懸命やっ
てくれました。事前に台詞を覚えたり、その場でいきなり出番がきた
りで、右往左往楽しく進行できました。今回のお客様は、真和高校
生物教師　歌岡さんによる卓話で「森のムササビは救えるか」で、子
マットたちも大いに楽しむことが出来ました。

６月の６日、７日で第１２回西日本区大会が熊本市民ホールとホテ
ル日航熊本で開催されました。全国から８００名を超えるワイズたち
が集合し、二日間にわたり報告・発表・表彰そして懇親会と、熊本の
ワイズ８クラブが、一年がかりで準備した結果が披露され、多くの皆
様から絶賛された大会でした。我みなみクラブはＥＭＣ最優秀クラブ
賞という名誉は賞を頂くことが出来ました。

にしクラブメンバー紹介

６月７日　芦屋クラブと昼食会　（青柳にて）

杉野会長挨拶 杉野会長と岡村さん

杉野会長ビジター 堀ワイズのビジター紹介

辻ワイズのスタッフ紹介 バースデイ・アニバーサリ

６月６日　芦屋クラブとフェローシップ　（ホテル日航熊本にて）

芦屋クラブとＤＢＣ締結式 ＥＭＣ最優秀クラブ賞受賞

オープニング バナーセレモニー


