
＜YMCA行事＞
３月２０日（土）体育英語幼児園卒園式
３月２２日（月）YMCA会員交流会　
３月２４日（水）歌声広場わいわい19：00お越しください！
４月　１日（木）職員入会式　みなみYMCA職員全体研修
４月　２日（金）西日本YMCAサッカー大会
４月　３日（土）５日（月）春のスポーツ体験会
４月１８日（日）アースウィーク　江津湖探検隊

２月２８日（日）ゆめタウン光の森店内の特設ステージにてヒップホ

ップダンスを披露しました。幼児から中学生まで、YMCAでヒップホ

ップダンスを練習している８０名が元気良く発表しました。また、同

日は新体操フェスティバルが大津町体育館で行なわれました。参

加者２５０名。子どもたちの演技は大盛況でした。

　３月１４日（日）は南米チリにて発生した大地震に対しての緊急支

援街頭募金活動を行いました。集められた募金は、日本YMCA同

盟を通して緊急支援金として送金されます。

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：２０１０年3月２日　１９：００～２１：３０
場所：熊本みなみＹＭＣＡ
出席者：内村、高野、小水流、堀、杉野、木佐貫、桑原、中村、銭神、緒方、麻生、犬童、坂本、辻、
北岡（１５名）
■各委員長報告
○書記：北岡より・・・２月役員会の議事録について報告。
○会計：小水流委員長より・・・　現在の会計残高・・・およそ１２０万円。
　２月第一例会の代金支払いは日航ホテルの請求ミスがあって支払いが遅れているとのこと。
○ファンド：桑原委員長より・・・第２回新米ファンドの件
○ドライバー：高野委員長より・・・卓話者３月：村上　彪（たけし）さん
○EMC：銭神委員長より・・・　会員数・・・現在２９名
○ウェルネス：木佐貫委員長より
　１１月頃に美里町の３３３３段の階段を登りに行きたい。
　また、そのためのトレーニングを兼ねて、４月か５月頃に登山にも行きたい。
○運営委員会：内村会長より
　次回の運営委員会・・・３月１０日（水）１９：００～　出席者・・・内村会長、北岡
■ワークショップ（協議）
（1）３月例会の件
　　卓話者：元甲佐町町長　村上　彪氏　　タイトル：いのちの大事さについて
　　出席者３５名以上を目指し、ビジターや他クラブのワイズメンに来てもらえるよう努める。
（2）三月みなみクラブ大花見大会の件
　　場所：杉野クリニック研修棟
　　日時：３月２２日（月・祝）１５：００～　役員会　　　終了次第花見大会を行う。
　　会費：２０００円～２５００円　　不足したときはクラブから出す。
（3）第三回九州部評議会の件
　　場所：ウェルパルくまもと
　　日時：３月７日（日）　１０：５０～　　会費：３，５００円（懇親会）
　　参加者：内村会長、高野副会長、桑原ワイズ、中村ワイズ　　
（4）熊本連絡会議新人研修会の件
　　場所：ジェーンズホール　　日時：３月５日（金）　１９：００～
　　会費：４，０００円（懇親会代。そのうち半分はクラブから負担）　　参加者：堀ワイズ、中村ワイズ、桑原ワイズ
（5）来期キャビネットの件　　高野次期会長より、委員長の選出があった。
■その他協議事項
○６月の西日本区大会（広島）について
　大会登録料：自己負担　旅費：クラブから負担
　大会申込書がまだ自宅に届いてない人は速やかに内村会長に連絡してください。

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

Kumamoto MinamiKumamoto Minami YY’’s Mens Men’’s Clubs Club

３３
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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）

例会のご案内

卓話者

　　　　　　

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２２年４月２０日迄 有効期限平成２２年４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

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。

　３月３０日（火）　　　　１９：００　みなみセンター　　
　４月　６日（火）　　　　１９：００　みなみセンター
　４月１３日（火）　　　　１９：００　プロサポート
　４月２０日（火）　　　　１９：００　ホテル日航

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

村上　彪　氏
甲佐町町長を３期12年務め上げられた。
著書：大地「私の歩いた七十五年」
戦後、慣れない農業で苦労しながら、人々のために役立とうと奔す
る著者の姿には頭が下がる思いがする。戦争の過酷な経験が、村
上氏の生き方に大きな影響を与えている。
　　演題：｢命の尊さ」
1．昭和初期 ６．仏教と農魂で得た信念
２．満州時代中国　　　　　 ７．ボランティアと人権活動
３．海軍航空隊　　　　　　　　　８．加齢と健康管理
４．伏流特攻隊　　　　　　　　　９．体験で学んだ真理を次世代へ
５．終戦と復員

日時：３月１６日（火）１９：００～２１：００（１８：３０受付）

場所：ホテル日航

１．19:00　開式　 司会【木佐貫ｙｓ】
２．19:02　開会宣言と点鐘 内村会長

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

　　　　　　 岡成也ｙｓ、後藤慶次ｙｓ、後藤昌子ｍｔ、和田靖子ｍｔ
　　　　　アニバーサリー

　　　　　　 高野享ｙｓ／栄子ｍｔ、和田隆ｙｓ／靖子ｍｔ、寺田健一ｍｔ
／節子ｙｓ

７．19:25　活動報告・諸報告

　　　　　１）九州部評議会 桑原ｙｓ
　　　　　２）新米ファンドの件 桑原ｙｓ

　　　　　３）ＹＭＣＡ報告 辻連絡主事　　　　
８．19:35　食前感謝 桑原ｙｓ

９．20:00　卓話

　　　　　　　　 元甲佐町町長　村上　彪（たけし）様
　 命の大切さについて

１０．20:57　なごりはつきねど 全員

１１．20:59　閉会点鐘 内村会長



☆ 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 第三回九州部評議会

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

暖かい日が続いたかと思えば寒い日が続いて、体調管理に気を使う毎日で
すが皆様いかがお過ごしでしょうか。
世界ではハイチに続きチリまでも大地震が発生し、異常事態というべき状況
が続いています。そのような中にあって現地の人々がどのような状態に置か
れて苦労されているのかを考えますと、非常に心が痛みます。まさに暑い寒
いなどとのたまわっている場合ではないと痛感いたします。
私たちワイズメンズクラブの仲間である福岡中央クラブの小田哲也会長はＪＩ
ＣＡ国際緊急医療チームとして現地での救援活動に参加されたり、西日本区
からは私たちワイズメンズクラブとしてハイチとチリへＹＭＣＡを通じて５０万円
ずつの募金をささげたと言う連絡が来ております。このような地域の人々や現
地のＹＭＣＡのための募金や支援活動に使われて役に立っている事は、私た
ちの活動が世界の中で助けを必要としているところで役に立つ事は非常にう
れしい事だと思います。
先日３月１４日には、私たちと共に協働する熊本ＹＭＣＡみなみセンターでも
ゆめタウンはませんで街頭募金を行いましたが、みなみクラブからも手伝い
に駆けつけられた方がいらっしゃると思います。
私たちワイズメンズクラブは、このような事態のときにＹＭＣＡと共に力を発揮
するクラブです。そのために日頃から会員の意識を高め、クラブを維持発展し
ておく必要があります。
私たち個人の一人一人の力や奉仕活動はまさしく微力なものですが、世界中
のワイズメンズクラブ全体や世界中のＹＭＣＡとの協働で、世界で起きている
貧困や災害の支援活動に結びつくものだと思います。
今日ここでこうしているときでも、世界中で助けを求めている人達に思いをは
せ、なに不自由なく生きている事が出来ることに改めて感謝したいと思います。

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

２０名

０名

２名

３名

１名

名

０名

２６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

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 大村雅代／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

２月１６日、ホテル日航にて第一例会が開催されました。
今月は会員卓話で、村上ｙｓ、犬童ｙｓ、中村ｙｓの卓話でした。
普段なかなか聞けないお仕事のお話だったり、これまでの経験
を盛り込んだ大変貴重なお話をお聞きすることができました。

会員卓話_犬童ｙｓ 会員卓話_村上ｙｓ

会員卓話者と記念撮影さん会員卓話_中村ｙｓ

会長挨拶

ビジター紹介_辻ｙｓ アニバーサリー

ビジター紹介_村上ｙｓ

ハイチ大地震被災者支援のための街頭募金

３月１４日熊本ＹＭＣＡ主催によ
る「ハイチ大地震被災者支援の
ための街頭募金」が、ゆめタウン
はません店　と　光の森店の２か
所で開催され、子供・大人総勢１
４０人が集まって大きな声を張り
上げて協力を呼び掛けていまし
た。甲斐あって１０６，０９０円の募
金が集まりました。

今回はハイチ支援の為の街頭募
金ですが、このお金は最終的に
はＹＭＣAの国際同盟に送られ、
現地のＹＭＣＡを通じて支援活動
に使われます。

街頭募金に参加された方　お疲
れ様でした。

また募金をしてくれた方々に、神
様のお恵みがありますようお祈り
します。


