
＜YMCA行事＞
７月21日（水）夏期講習会開始
28日（水）Ｙ‘ｓとYMCAの交流懇談会
8月１日（日）みなみYMCA清掃ボランティア　8：00～9：00
11日（水）みなみYMCA大交流会　是非ご参加ください
11日（水）～15日（日）閉館

　熊本ＹＭＣＡと30年以上交流関係のある韓国大邱ＹＭＣＡから３名
の職員が来熊し、熊本ＹＭＣＡにて研修を受けました。熊本ＹＭＣＡ
の事業紹介と組織について学び、各YMCAを訪問して交流を深め
ました。３名とも来日は初めてで、見るもの全てが新鮮で驚きと喜
びの連続でした。1泊のみ熊本ＹＭＣＡ職員の自宅にホームステイ
をして異文化理解と親交を深めることができました。
8月1日はみなみYMCA清掃ボランティアです。終了後はプールで
水遊びしてください。シャワーやお風呂も利用できます。ご家族でご
参加ください。

国際会長

アジア会長
　　　　　　　　　"Once More We Stand"
　　　　　　　　　[心新たに立ち上がろう]

西日本区理事 "Forward with Y's men's spirit in our hearts"
「飛翔たとう　ワイズスピリットを胸に」

　

九州部部長
育もうワイズの絆、伝えようワイズ魂、広げようワイズの灯！

－promote membership and conservation, then extension －

期　日：２０１０年７月６日　１９：００～２０：３０
会　場：熊本みなみＹＭＣＡ
出席者：高野・中村・犬童・小水流・北岡・大村・堀・杉野・内村・桑原・辻　（以上１１名）　

【報告事項】
1)西日本区大会・ＤＢＣについて：当クラブからメネットを入れて６名、全参加者数は約７５０名。
大会終了後、芦屋クラブとのＤＢＣ交流の昼食懇親会。
２）６月末の退会者について：森枝ｙｓが退会、魚山ｙｓがメネットへ移動。６月末現在会員数２６名。
３）８月開催のワイズメンズクラブ国際大会（横浜）参加について：桑原九州部長・高野会長・
　　中村九州部事務局長の３名が参加予定。
４）熊本連絡会議の代表メンバー登録について：本年度は高野・桑原・中村・堀・杉野の５名。
　　会議は奇数月の第２水曜日。
5）前期ファンド会計報告（桑原ファンド委員長）
【協議事項】
１）前期（2009～2010）決算報告：村上監査委員の監査を受けた決算報告・承認。繰越額は
￥728,846。
２）今期一般会計予算審議（高野会長）
予算書が提案され承認。主な点は次の通り。
＊収入の基礎は、今期末までに会員数が３０名に回復することを想定して組んだ。
＊九州部の運営費補助￥15,000、国際大会参加補助¥150,000、レクリエーション企画（８月）
￥100,000、
九州部会・評議会参加補助各会¥50,000を新たに計上した。
３）熊本みなみクラブのバナー紛失への対応について：西日本区大会に持参し紛失したので新調
する方針。
４）ワイズソングバナーを新調する件（桑原Y’s）：新調する方向で検討。
５）リンゴジュースのファンド進捗状況と今後の対策について（高野会長）
６）ブリテン用のカメラ購入について（坂本前ブリテン委員長からの提案事項）
備品として購入するする方向で検討。
７）ファミリーキャンプの実施について（堀Y’s・杉野Y’s）
実施日は８月２１日（土）・２２日（日）、開催場所は上益城郡山都町丸山ハイランド。
８）例会の長期欠席者への対応について（高野会長）
９）次期会長候補の選出について（高野会長）
10)九州部公式メーリングリスト新規登録について（桑原九州部長）
広報事業の一環として九州部公式メーリングリストyspal-９を活用する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

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

Kumamoto MinamiKumamoto Minami YY’’s Mens Men’’s Clubs Club
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＜今月の聖句＞
わたしたちは神のために力を合わせて働く者であり、
あなたがたは神の畑、神の建物なのです。　　　　　
　　　　　　　　コリントの信徒への手紙　３－９

7月キックオフ例会のご案内

年間行事予定

7月　24日（土）九州部評議会　ウェルパル熊本
8月　1日（日）　8時～熊本みなみＹＭＣＡ清掃作業
8月　ファミリービアパーティー例会
8月　21～22日、ファミリーキャンプ
9月　九州部会への協力（移動例会）
10月 メネット例会
10月 じゃがいも料理しょー（じゃがいも料理の品評会）
11月 ファミリーハイキング
12月 ファミリークリスマス例会
2月　ファミリーボーリング大会
2月　ＴＯＦ例会
3月　九州部評議会への協力
4月　２００％例会
5月　コメット例会

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６月１５日迄 有効期限平成２２年６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：中村ｙｓ

　　　　　　楽しみを共有しよう
　　Let‘s　share　the 　pleasure

　みなみクラブはひとつの家族であるという意識の
基、周りを喜ばせることの楽しさを共有し、個々のク
ラブ会員の絆を強くする

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。

　７月２７日（火）　　　　１９：００　みなみセンター　　
　８月　３日（火）　　　　１９：００　みなみセンター
　８月１０日（火）　　　　１９：００　みなみセンター
　８月１７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

日時　：　７月２０日（火）19:00～21:00（18:30受付）

場所　：　ホテル日航熊本

１．　開式

２．　開会宣言と点鐘 高野会長

３．　ﾜｲｽﾞソング（いざたて） 全員

４．　会長挨拶 高野会長

５．　九州部部長任命状授与式 高野会長

６．　九州部挨拶 　　九州部部長　桑原純一郎ys

　　　 　　ＥＭＣ事業主査　米村謙一ys（熊本むさしクラブ）

７．　2000推進委員長挨拶　 2000推進委員長　高瀬稔彦ys（広島西クラブ）

８．　ビジター紹介　　　　　　　　　　　　司会者

９．　ハッピーバースディ　　村上博ﾜｲｽﾞ、堀隆之ﾜｲｽﾞ、和田隆ﾜｲｽﾞ、

　　　　　　　　　　　銭神真弓ﾜｲｽﾞ、北岡京子ﾜｲｽﾞ、緒方恵メネット

10． 活動報告･諸報告 　　　①　Ｙサ：内村ﾜｲｽﾞ　みなみYMCA清掃について

　 　　　②　杉野ﾜｲｽﾞ　キャンプについて

　　　③　辻連絡主事　みなみYMCA報告・ｻｻﾞﾝﾌｪｽﾀ

　　　④ 緒方ファンド委員長　りんごｼﾞｭｰｽについて

11.  　ストレッチタイム 　　　　　　　　　　　　岡ワイズ

12．　食前感謝 池澤ワイズ

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　食事

13．　会長及び役員抱負 会長、各委員長

14．　なごりはつきねど

15．　閉会点鐘 高野会長

　　　　　　　　　"Once More We Stand"
　　　　　　　　　[心新たに立ち上がろう]



嶋本氏と

☆ 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９期　会長通信 内村直前会長お疲れ様の宴

熊本みなみクラブ役員・委員紹介

活動計画

１．九州部との連携および積極的支援

２．みなみＹＭＣＡへの協力

３．ホームレス支援の会への支援

４．病児保育室みるくへの支援

５．レクレーションの計画・実行

2010-2011会長
高野　享

内村直前会長よりみなみクラブを引き継ぎ、１年間、弟９代の会長を務めさせ
ていただきます。
私は会長としての主題を「楽しみを共有しよう」としました。この楽しみとは、例
会、飲み会、レクレーション等の参加はもちろんですが、それより更に、これら
のことを、企画したり準備したりする楽しさを分かち合いたいということです。
お客さんとして参加するよりも、裏方として準備し、参加者の喜ぶ顔を見るの
は、もっと嬉しいのではないでしょうか。それらを通じて色々なことの時間を共
有し、その結果、みなみクラブ会員各位の絆が強くなっていけばと思っていま
す。みなみクラブの会則にも生涯の友人を作るということが目的の一つにうた
われているように、一人でも多くの特別の友人を作りましょう。
私は入会して３年４ヶ月です。しかし先輩会員にも、自由に意見を言ってきま
した。私が会長に推薦されたのも、会員は全て平等だからです。先輩会員か
らは、叱咤激励があると思いますが、入会して間もない会員の皆さんも、どし
どし意見を言ってください。みなみクラブという場で一緒になった仲間として、
この私達みんなのクラブを、楽しく有意義な場とするのは、皆さんそれぞれだ
と思います。
それから今年１年間は、桑原ワイズが九州部長として、また内村直前会長、
中村ワイズも九州部の仕事をされます。これは３名の方たちだけではなく、私
たち会員一人ひとりの活躍の場が広がり、みなみクラブが、今まで以上にレ
ベルアップしていく、チャンスの１年でもあります。みなみクラブも、できる限り
九州部に協力し、私たちの意識をさらに広げていきましょう。

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

２８名

２０名

０名

２名

１名

１名

０名

０名

２４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

６月１５日にホテル日航で６月例会が開催されました。
内村前会長の最後の例会ということで、この一年をスライドを使っ
て振り返っていただきました。懐かしい写真が出てきたりと、みな
さん思い出を懐かしんでいました。ホームレス自立支援の会の嶋本
様、みるくの永野様にもお越しいただき、高野会長の会長就任式、
役員引継ぎ式も無事に終えることができました。

高野会長の宣誓

最後の会長挨拶

会長挨拶

嶋本氏と

新会長へバッジを

◆会長 　高野　享
◆副会長 　木佐貫浩一／小水流雅代
◆書記 　永田雅三／中村邦雄／犬童昌子／堀隆之

　岡成也
◆会計 　小水流雅代／北岡京子
◆監査 　村上博
◆ファンド委員会 　緒方大介／和田隆／坂本朱美
◆ドライバー委員会 　大村浩士／緒方大介／堀隆之／犬童昌子
　
　　　　　　　　　　　　　　銭神真弓
◆ＥＭＣ委員会　　　　　後藤慶次
◆ブリテン委員会　　　杉野茂人／銭神真弓／池澤誠
◆広報委員会 　一山愉／宮崎靖大／福田薫能
◆ＹＭＣＡサービス　 　内村忠生／和田隆
◆地域奉仕委員会 　麻生伸一
◆ウェルネス委員会　 木佐貫浩一／岡成也／堂上寿子
◆交流委員会 　堀隆之／犬童昌子

元気な赤ちゃんを待ってま～す
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7月２日（金）内村直前会長のお疲れ様会をしました。内村会長が
串揚げとたこ焼きをみんなに作ってくれました。ごっつぁんでした！
一年間お疲れさまでした。

早くたこ焼きくれ～

新ユニット誕生？

それぞれ考えてることが違うようで
それがみなみのいいところ！？

さぁ食うぞ
　　飲むぞ～


