
＜YMCA行事＞
11月23日（月）　平和の映画上映会　平和の音楽会　水泳体験会
12月 1日（火）　市民クリスマスコンサート
12月 6日（日）　街頭募金活動　ゆめタウンはません店
12月13日（日）　ファミリークリスマス祝会
12月20日（日）　みなみYMCA設立5周年　施設無料開放

去る10月25日（日）みなみYMCA体育英語幼児園運動会が行

われました。２歳児～５歳児の園児に加え両親、祖父母、卒園

児に新入園児も一緒に参加して楽しみました。マット、鉄棒、跳

び箱の発表、リトミックのリズムを使った遊びやかけっこからリ
レーまで、広い体育館で思いっきり体を動かしました。

11月に入り国際協力青少年育成年末募金活動がスタートしま

した。世界中に広がるYMCAネットワークにより国際協力活動

やこの活動を支える青少年の育成に

用いられる他、経済的援助を必要と

する子どもたちへの支援（BAPY基金）

、草の根活動を行っているNGO支援な

どに用いられます。皆様のご協力をよ
ろしくお願いいたします。

国際会長
“The　Ｐｏｗｅｒ　ｏｆ　Ｏｎｅ”

｢一つとなる力｣

アジア会長
“Ｔｈｅ　Ｐｏｗｅｒ　ｏｆ　Ｏｎｅ”

｢一つとなる力｣

西日本区理事
「すべてのいのちを大切に」

－いのち・平和・環境－
Love　&　Care　ｆor　All　the　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｔｈｉｎｇｓ　

九州部部長
「私に出来ること、もう少しあるかも・・・。」

－Ｔｈｅｒｅ　ｍｉｇｈｔ　ｂｅ　ａ　ｌｉｔｔｌｅ　ｍｏｒｅ　ｔｈａｔ　I　ｃａｎ　ｄｏ－

期日：２００９年１１月３日　１９：００～２０：３０
場所：熊本みなみＹＭＣＡ

出席者：内村、小水流、桑原、中村、辻、北岡（計６名）
【各委員長報告】
○中村書記より
　　第一例会のみの欠席者には内村会長よりブリテンを郵送する。
○桑原ファンド委員長より

　カボチャを新たに仕入れたが、申込がなかったので、みなみＹＭＣＡで一般に販売する。ジャガ
　イモファンドの収益金は２２万円くらいである。次は「坂本さん家のお米」のファンドを始める。
○辻連絡主事より
　１２月２０日（日）　みなみＹＭＣＡにて歌声広場開催。時間：午後２時～３時３０分
　参加費：５００円、クリスマスソングなどを皆さんで歌う予定。

　＊ＹＭＣＡは通常２０日お休みだが、五周年記念行事としてこの日のみ地域無料開放を行うの　
　で、皆さんぜひ来てくださいとのこと。（インストラクターの方もいらっしゃるとのこと）

○みなみセンター運営委員会より
　今月の運営委員会：１１月１１日（水）１２月の運営委員会：１２月９日（水）
○九州部より
　桑原次期部長から来年の九州部役員の候補が挙げられた。
○みなみ規定改定委員会：中村副委員長より

　みなみ規定改定委員会より、新しい慶弔規定（案）及び旅費規定（案）の発表があった。
　その中で、周年行事の祝金などは慶弔費に入らないことが確認された。

　桑原委員長より、来年横浜で行われる第６９回国際大会の補助を少しでも出してほしいと要望　
　が　あったので、今年度中に検討する予定。

　第二例会で承認されたので、決定された規定がメーリングリストにて公表される。

ＹＭＣＡみなみセンター通信

みなみクラブ通信（第二例会報告）

連絡主事　辻健太郎

ワイズメンズクラブ行事予定
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＜今月の聖句＞

お互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそ、
キリストの律法を全うする事になるのです。

　　　　　　　　　　（ガラテヤの信徒への手紙6-2）

日時：１１月１７日（火）１９：００～２１：００（１８：３０受付）
場所：ホテル日航
１． 19:02　開会宣言と点鐘　　　　　　　　　　　　　　　　村上会長
３． 19:03　ワイズソング『いざたて』　　　　　　　　　　　全員
４． 19:05　会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内村会長
５． 19:10　ビジター紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会者
６． 19:15　ハッピーバースデイ＆アニバーサリー
　　　　　　　　　　　　　　　ハッピーバースデイ

　　　　　　（みなみ）永田雅三ｙｓ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（むさし）岩切由利香ｙｓ、田上正ｙｓ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大崎伸子ｍｔ、高木恵子ｍｔ、田上かつみｍｔ
　　　　　　　　　　　　　　　アニバーサリー（みなみ）

（みなみ）木佐貫浩一／恵津子夫妻、一山愉／優子夫妻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（むさし）高本二郎／恵子夫妻、大崎隆義／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伸子夫妻、緒方健一／志保里夫妻
７． 19:25　コミュニケーションタイム
８．　　　　　　　　　　19:30　活動報告・諸報告
　　　　　　　　　　　　　　１）SO支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　田上ｙｓ　）
　　　　　　　　　　　　　　２）阿蘇合同例会　　　　　　　　　　　　　　（　銭神ｙｓ　）
　　　　　　　　　　　　　　３）じゃがいもファンド　　　　　　　　　　　（　田上ｙｓ、　桑原ｙｓ　）
　　　　　　　　　　　　　　４）じゃがいも料理しょー　　　　　　　　　（　杉野ｙｓ　）
　　　　　　　　　　　　　　５）ＹＭＣＡ報告　　　　　　　　　　　　　　　（中村・辻連絡主事）
９． 19:45　食前感謝　　　　　　　　　　　　 　　　【中村健二郎ｙｓ　】
１０． 20:10　卓話
　 熊本県総合政策局政策調整審議員　山下　慶一郎　様

タイトル（テーマ）：熊本を、人生をよりよくしていくために
１１． 20:57　なごりはつきねど　　　　　　　　　 　全員
１２． 20:59　閉会点鐘　　　　　　　　　　　　　 　村上会長

例会のご案内

卓話者紹介

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１２月１５日迄 有効期限平成２１年１２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

書記：北岡ｙｓ

「聴いて話して高めるワイズの絆」
Ｉｔｈｅａｒｓ, ａｎｄｉｔｓｐｅａｋｓａｎｄｂｏｎｄｓｏｆｗｉｓｅｒｉｓｅ．

メンバーひとりひとりの考えや思いを発言しやすい仲間作り
を行い、関係に隙間を作らないように皆が気づかう、そして
団結力を高めてみなみの奉仕のパワーを強化する。

クラブ
会長主題

☆ワイズメンの心がけ10ヶ条☆
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持つこと。

１１月２４日（火）　　　　１９：００　プロサポート　　
１２月　１日（火）　　　　１９：００　みなみセンター
１２月　８日（火）　　　　１９：００　プロサポート
１２月１５日（火）　　　　１９：００　ホテル日航

山下慶一郎氏
・昭和３４年、熊本市生まれ。妻１人，子ども３人

　の５人家族。

・昭和５７年に熊本県庁に入庁。これまで企画、

　財政を中心に、水俣病問題やオウム真理教

　問題などにも携わる。

・現在は、蒲島知事の下で県の戦略の策定や企画業務に従事。

・こよなく花を愛し、公園愛護会の会長としてボランティア活動に

　も従事。

最近、居住地の平成・萩原地区で花を基調にしたまちづくりプロ

　ジェクトを立ち上げる。

みなみクラブ役員会
みなみクラブ第二例会
ドライバー委員会
みなみクラブ第一定例会



☆ みなみクラブのＨＰ　＜http://www.minami-ymc.info＞
□第二例会：毎月第1火曜日／熊本みなみYMCA／19:00-21:00
□第一例会：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８期　会長通信 ４クラブ合同例会・研修会

熊本みなみクラブ役員・委員紹介

活動計画

１．ワイズ理解を深める

２．みなみの社会奉仕活動を行う

３．自己成長への取り組みを行う

４．最低５名の仲間を増やす

５．メンバー間の絆を高める

2009-2010会長
内村忠生

今年も、残すところあと１カ月半となり、いろいろな集まりや会合で次回の日程
を決める段になると必ずと言ってよいほど、今年の忘年会をいつするか？ど
こでするか？という発言がだされて、「うーんそうねぇ」という返事が多いよう
な気がします。
　巷ではこの不景気で冬のボーナスは過去最低だと言っていますが、収入が
下がったことと、先行きの不安でどうしても内食、内飲み、内遊びが多くなり、
みんなお金を使わない方向を選択しますが、いやいや普段節約ばっかりして
るので、せめて忘年会くらい「パーッと・・・」とも思います。
　今のまま皆がお金を使わないことばっかり考えていたら、ますますデフレが
進むばっかりだなぁとも思いますので、この際、お金を使うことが世のため人
のため、これぞボランティアという想いを持って忘年会はみなみメンバーで超
旨いものを食べたいなぁと思っています。
・・・一生に一度くらい一人１万円の忘年会を夢見て・・・
　さて話は変わりますが、先月の例会の卓話では、病児保育室では新型イン
フルエンザは預かれないというお話でしたが、世界の新型インフルエンザ感
染者がついに６０００人を超え、日本では新型インフルエンザで死亡した人の
数が５５名に達した、とか言ってますが、ニュースを見ていますと特に小さな
子供が亡くなるニュースをたびたび見ますので、とても悲しいことだと思いま
す。
　今の世の中で一番守らなければならない存在、それが子供たちですから、
私たち大人が感染を余計に広げない注意を怠らないようにしたいと思います。
（マスク・手洗いはこまめに・・・）

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

３０名

２２名

０名

３名

４名

０名

０名

０名

２９名

例会報告

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

u会長 内村忠生
u副会長 高野享／小水流雅代
u書記 北岡京子／大村浩士／中村邦雄／犬童晶子

u会計 小水流雅代／寺田節子／岡成也
u監査 村上博
uファンド委員会 桑原純一郎／森枝慶壮／永田雅三／杉野茂人／
　　　　　　　　　　　　　　　犬童晶子
uドライバー委員会　　　高野享／堂上寿子／堀隆之／木佐貫浩一／　　　
　　　　　　　　　　　　　　　福田薫能 ／山内幸治
uＥＭＣ委員会 銭神真弓／麻生伸一／一山愉／堀隆之

uブリテン委員会 坂本朱美／杉野茂人／大村浩士／宮崎靖大
u広報委員会 魚山雅代／宮崎靖大／森枝慶壮
uＹMCAサービス 和田隆／池澤誠／村上博
u地域奉仕委員会 後藤慶次
uウェルネス委員会　　木佐貫浩一／緒方大介／岡成也
u交流委員会 寺田節子／永田雅三

１０月２０日ホテル日航にて１０月例会が開催されました。
今回は、みるく病児保育室室長の永野さんをお迎えして、みるく
発足から現在に至るまでの足取りや、ご苦労などいろいろお話
を頂くことができました。

みるく病児保育室・永野さんの卓話 内村会長のビジター紹介

犬童ｙｓの食前感謝会長報告

みるく永野さんよりスタッフさんの紹介

ジェーンズクラブのビジター ハッピーバースデイ＆アニバーサリー

みなみＹＭＣＡスタッフ紹介第三回じゃがいも料理しょう

第３回ジャガイモ料理しょうが１０月２７日平成黒豚亭で開催されま

１１月７日・８日にYMCA阿蘇キャンプ場にて在熊４クラブ合同の
例会と新人研修会が開催されました。また翌日はワイズデイとし
てスペシャルオリンピックス支援としてのボランティア活動にみ
なみクラブよりも参加いたしました。

内村会長＆コメット、銭神ｙｓ、中村ｙｓ

ワイズデイ・スペシャルオリンピックス支援、内村会長･中村ｙｓ･後藤ｙｓ･北岡ｙｓ

これぞ絶品！牛の丸焼き

した。ファンド商品で
あるジャガイモを使っ
た料理を楽しむとと
もに、ファンド活動の
意義を再確認し学習
する機会にもなりま
した。

エントリーは内
村会長、魚山
ディフェンディ
ングチャンピオ
ン、堀ワイズ、
高野ワイズ、銭
神ワイズ、ビジ

ガイモスィーツ」が優勝となりました。しかし２位堀ワイズや３位銭神
ワイズも健闘しましたし、みんなで本当に楽しくジャガイモ料理を堪
能することができました。

ターで坂本みどりさん、杉
野ワイズの７人です。今年
は何とか魚山ワイズの連
覇を阻みたかったのです
が、あっさりと寄り切られ
てしまい魚山ワイズの「ジャ


