
＜YMCA行事＞
9月5日（日）第7回　サザンフェスタ
9月6日（日）夏期キャンプ思い出会　水上フェスティバル
9月23日（木）会員スポーツ大会　ｻｻﾞﾝﾌｪｽﾀﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ感謝会

　岡Ｙ‘ｓの岡　準平コメットが、沖縄で開催された全国高
校総体（インターハイ）の体操競技において、個人総合で優
勝しました。岡準平さんは4歳から熊本YMCAで体操を習いは
じめ、幼少期は体操、水泳など様々な運動を経験。小学1年生
から中学2年生まで熊本YMCA体操チームに在籍。その後、福
井県鯖江高校へ進学しました。現在は鯖江高校の2年生で、日
本体操協会の強化指定選手として国際大会などでも活躍中で
す。今後の活躍にもご期待ください。

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８月１０日　１９：００～２０：３０
会　場：熊本みなみＹＭＣＡ
出席者：高野、桑原、中村、堀、犬童、小水流、北岡、大村、杉野、辻、
村上、各ﾜｲｽﾞ　（以上１１名）　

【報告事項】
横浜国際大会について
　出席者：桑原ワイズ、中村ワイズ、高野の３名
りんごジュースファンドについて
　りんごジュース販売状況についての説明
みなみＹＭＣＡ草取りについて
じゃがいもファンドの件：資料が送付されたのでその説明

【協議事項】
７月第一例会の反省
８月ビア例会について：内容、金額、担当者等の決定。
みなみクラブバナー紛失に伴う件：8月末までにバナーが出てこなければ、新規バナーを
　作成するので、金額等を確認。
ワイズソングの歌詞を書いた布を新調する件：現在はかなり見づらいので、新規に作成し
　
　たいので、金額等を確認。
ファミリーキャンプ開催について：内容および金額等の決定。
サザンフェスタについて：出席者、内容等の確認。
熊本連絡会議について　９／８
９月２６日（日）第２９回九州部部会開催（移動例会とする）全員参加協力を
下記事項のについて、みなみクラブとしての取り組み案を決定する。

・ ワイズデーの取り組みについて
・ 火の国フェスタについて
・ ワイズ熊本地区の人材ネットワークについて

次期会長選出の件
長期欠席者について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

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＞

「主に望みをおく人は新たな力を得る」
イザヤ書　第40章　31節

８月例会のご案内

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９月２０日迄 有効期限平成２２年９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：堀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。

　８月３１日（火）　　　　１９：００　みなみセンター　　
　９月　７日（火）　　　　１９：００　みなみセンター
　９月２６日（日）　　　　１９：００　熊本全日空Hﾆｭｰｽｶｲ

みなみクラブ役員会
みなみクラブ第二例会
第29回九州部部会
９月は九州部会を移動例会として、みなみクラブ第一定例会とします。

日時　：　８月１７日（火）19:00～21:00（18:30受付）
場所　：　平成黒豚亭

□　第一部　　例会
１．　開式　　　　　　　　　　　　　司会：桑原ワイズ
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．　ゲスト・ビジター紹介　　　　　　　　司会者
６．　ﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｲ＆ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ　　　ﾊﾞｰｽﾃﾞｲ：犬童Ys、大
村ﾒﾈｯﾄ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ：宮崎夫妻
７．　活動報告･諸報告　　　　国際大会、
　　　　　　　　　　　　　　丸山ハイランドキャンプ
　　　　　　　　　　　　　　辻連絡主事　みなみYMCA報告

□　第二部　　パーティ　　　　　　　司会：堀ワイズ
８．　食前感謝　　　　　　　　　　　　小水流ワイズ
９．　乾　杯
10．　食　事　　　BGM　[堀Ys]
11.アトラクションタイム
　　　○　ファミリー紹介
　　　○　ビール早飲みダービー
　　　○　ラムネ早飲みダービー
　　　○　『2人羽織ゲーム』スパゲッティ　
12．　なごりはつきねど
13．　閉会点鐘 高野会長

　　　　　　　　　"Once More We Stand"
　　　　　　　　　[心新たに立ち上がろう]
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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 第６９回ワイズメンズ国際大会（横浜）

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

毎日暑い日が続いていますが、皆さんはお元気でしょうか。
今月は、この暑さをふき飛ばすため、暑気払いとして、例年通りビア例
会を開催します。ドライバー委員会を中心に、皆さんに喜んでいただく
ため、色々な企画や準備をしていただきました。きっと楽しいビア例会
になると思います。
また、８月２１日（土）、２２日（日）は、みなみクラブの懇親を深め、み
んなで団結していくために、丸山ハイランドへのキャンプを、企画しまし
た。当日は、バーべキュー用に、カルビやロースはもちろん、タラバガ
ニ等の海産物も準備してあります。会費は、宿泊費も込みで１５００円
と、とても安くなっていますので、ふるってご参加ください。
それから８月５日より４日間、横浜にて国際大会が開催されました。み
なみクラブでは、桑原ワイズ、中村ワイズ、中村勝子メネット（ジェーン
ズクラブ）と高野が参加しました。内容の多くは環境についてのことでし
たが、広島へ原爆投下された８月６日は、「平和の時間」が設けられ、
世界へ向け核廃絶を訴え、原爆の悲惨さを表現する劇がありました。
西日本区大会前に、みんなで折った折ずるが、舞台に展示され、終
了後は外国の方にも配られました。
今年はみなみクラブより、桑原九州部長を輩出しています。９月は九
州部会が開催されますので、みなみクラブでは、９月の第一例会を九
州部会への移動例会とします。九州部会は、みなみクラブがホストク
ラブとして、九州の他クラブや、西日本区の役員の皆さんをもてなさな
ければいけません。みなみクラブの全員で協力して、九州部会を盛り
上げましょう。

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

１８名

０名

１名

４名

２名

０名

０名

２５名

例会報告

７月２０日にホテル日航で７月例会が開催されました。
高野新会長による最初の例会で、熊本みなみワイズメンズクラブの
第９期がスタートしました。九州部から2000推進委員長・高瀬稔彦
ワイズ、ＥＭＣ事業主査・米村謙一ワイズにもおいで頂いて、我が
桑原九州部長にもお言葉をいただきました。

◆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

世界７１カ国から約１３００名の参加で、このほかに世界ユースコンボケー
ションに参加した１６０名を超す若者が大会後半から会議に参加し、最終日
の日曜礼拝を担当してくれました。熊本みなみクラブからは桑原ワイズ、高
野ワイズ、中村ワイズの３名が参加しました。大会主題は「From Our 
Hands,We Pass Nature's Torch」。「後世に持続可能な社会を残すには我々は
何をせねばならないか」と環境問題への取り組みを”言葉ではな行動を”と
１０箇条からなる大会宣言を満場一致で採択して閉幕しました。
大会第２日の８月６日は広島に原爆が投下された日、特にピースセミナーの
時間が設けられ、広島から折り鶴ランで会場に到着したワイズの仲間から熱
い核廃絶へむけてのメッセージが読まれ、長崎市長からのビデオメッセージ
が披露されました。
大会のスタッフとして、熊本クラブの吉本ワイズがプログラムの司会者、
ジェーンズクラブの蛎原ワイズと前田ワイズがマーシャル（大会のお世話
係）、むさしクラブの田上ワイズが礼拝の合唱団として活躍されていました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村邦雄ワイズ記）

大会会場のステージ 第１日夜の日本の夏祭り会場で
の熊本みなみからの参加者

オーストラリアのクラブとIBCを
締結した芦屋クラブとの集合写
真（大会中に行われた締結式に
は高野ワイズと中村ワイズも立
会人としてステージに登壇しま
した。）

大会期間中ステージに飾られた西日
本区の会員が総出で折った５万羽の
折り鶴

みなみYMCA草取り清掃

8月1日みなみYMCAセンターで清掃活動を行いました。

高野会長最初の挨拶 九州部高瀬ﾜｲｽﾞ

九州部長任命書授与 九州部長挨拶

みなみセンター家富さんによる体操 むさしｸﾗﾌﾞ高本会長　にしｸﾗﾌﾞ村田会長


