
＜YMCA行事＞
10月24日（日）体育英語幼児園　運動会
　　27日（水）歌声広場わいわい
　　30日（土）冬休み講習会　web受付開始
11月 3日（水）休館
　　10日（水）冬休み講習会　電話受付開始

　今年で7回目となるみなみYMCAのお祭り「サザンフェスタ」が9月5
日（日）に行われました。全館挙げて、170名ものボランティアの方々
に支えられて無事に成功しました。
食バザーにのみの市、お化け屋敷やプールではカヌー体験まで行われ
ました。来場者は約2,000名。収入は過去最高の110万円、収支差60万
円を集めることができました。収益は全て国際協力青少年育成年末募
金として、支援を必要な人たちのために役立たせていただきます。ま
た、ボランティアの方々を集めての感謝会「あとの祭り」後日盛大に
開催。会員相互の親睦を深めることができました。

期日：２０１０年１０月５日　　１９：００～２１：００
会場：　熊本みなみＹＭＣＡ
出席者：高野会長、中村、小水流、北岡、大村、銭神、杉野、麻生、堀、犬童、辻、桑原
　以上１２名
（連絡事項）
熊本連絡会議の報告
・ﾜｲｽﾞﾃﾞｨについて　島優子ﾁｬﾘﾃｨｰﾘｻｲﾀﾙの支援（１０月３０日）
・火の国ﾌｪｽﾀについて、実行委員長：堀ys。来年３月２１日（月）予定。
熊本城の周りの清掃活動後、大花見会を計画する。
・人的資源ﾈｯﾄﾜｰｸ作りについて個人単位で登録し連絡会議が取りまとめる。　
●九州部会の報告
　140名と今までにない多い参加者。良かったとの沢山の言葉。
●じゃがいもファンドの件　　10月１７日荷降ろし
りんごｼﾞｭｰｽﾌｧﾝﾄﾞについて。残り９４箱みなみＹＭＣＡにある。
●ボーリング大会の報告「小水流、平塚、後藤、坂本」の組が２位でした。
●大村ｙｓ男児誕生の件　お名前は「凰介」（おおすけ）君です。
（協議事項）
● １０月第一例会について
　　みなみｸﾗﾌﾞﾊﾞﾅｰ及びﾜｲｽﾞｿﾝｸﾞ歌詞幕作成件
　　麻生ｙｓにデザイン案の中から、次回第二例会までにさらに絞る。
● １１月以降の卓話者について。ロアッソの熊谷さん（麻生ｙｓ推薦）に決定。
●じゃがいも料理ショー１１月２日（火）に変更。10/26は役員会と第二例会
●障害者ﾌｫｰﾗﾑについて、一万円寄付決定。
●ﾁｬﾘﾃｨｰﾀﾞﾝｽについて10/24熊本青年会館ホール。10枚。クラブで買い取り。
●次期会長選出の件　次回まで元会長会議の中で「叩き台」を作る。　
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期日：２０１０年９月７日　　１９：００～２１：００
会場：　熊本みなみＹＭＣＡ
出席者：高野会長、中村、小水流、内村、大村、杉野、堀、犬童、辻、桑原　以上11名
【報告事項】
●サザンフェスタについて　　増収増益、みなみｙｓ関連参加者２０名超。
●りんごジュースファンドについて　（まだ残あり、）
●丸山ﾊｲﾗﾝﾄﾞﾌｧﾐﾘｰｷｬﾝﾌﾟ（8月21,22日大人12人、子ども7人参加）
【協議事項】
● ８月第ビア例会の反省
●九州部会（９月第一例会）について、内容の確認及び、担当者
●みなみクラブバナー新調：麻生ｙｓにデザイン案を依頼」。
●ワイズソングの歌詞を書いた布を新調する件
　　　　　じゃがいもファンドの件　じゃがいも及びかぼちゃ数量の決定。
●ボーリング大会について　時間：９月２３日（８：３０集合）
　　　　　　費用；￥４０００×２チーム＝￥８０００（クラブ負担）
●熊本連絡会議について
●ワイズデーの取り組みについて　ＳＯのチャリティーコンサート（島　優子さん）のお手伝い。
●火の国フェスタについて　※（案）「４月ごろ城の周辺清掃。終了後市職員のゴミ分別
　　　　　　　　　　　　　　　　　　の話をきいて、お花見。
● ワイズ熊本地区の人材ネットワークについて

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

１０月例会の案内

１０月例会卓話者プロフィール

書記：堀ｙｓ

　１０月２６日（火）　　　１９：００　みなみセンター　　
　１０月２６日（火）　　　１９：００　みなみセンター
　１１月　２日（火）　　　１９：００　平成黒豚亭
　１１月１６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
ジャガイモ料理しょう
みなみクラブ第一定例会

慈愛園子供ホーム園長　西浦　健輔　様　　プロフィール

　　昭和４１年３月　社会福祉法人　石井祈念友愛社　入社

　　昭和４６年３月　社会福祉法人　石井祈念友愛社　退社

　　平成４６年４月　社会福祉法人　慈愛園子供ホームに指導員入職

　　平成１７年４月　社会福祉法人　慈愛園子供ホーム園長に就任

石井祈念友愛社も児童養護施設で、児童養護施設の父と呼ばれている石井十次氏が

創設者です。どうぞよろしくお願いします。

熊本地区メネット交流例会

日時：１０月１９日（火）１９：００～２１：００（１８：３０受付）

場所：ホテル日航

■司会（横田治美・平山美保メネット）

19:00　開会宣言・点鐘 高野　享（熊本みなみクラブ会長）

19:02　メネットソング『ﾒﾈｯﾄの願い』　　　　　 全員

19:05　会長挨拶　　　　　　　 高野　享（熊本みなみクラブ会長）

　　　　九州部長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　 桑原九州部長

　　　　九州部メネット事業主査挨拶　　　　　　 菅　美代子 様

　　　　次期西日本区メネット事業主任挨拶　 大澤　玲子 様

19:15　ゲスト・ビジター紹介　　　　　　　　 司会者

　ﾊｯﾋﾟｰﾊﾞｰｽﾃﾞｨ＆ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ　 高野　享（熊本みなみクラブ会長）

19:20　食前感謝　　　　　　　　　　　　 犬童　晶子（熊本みなみクラブ）

　

　　　　　食事

19:40　メネット会長挨拶　　　　　　　　 各クラブメネット会長

　　　　①熊本　②ジェーンズ　③八代　④むさし　⑤ひがし　⑥にし　⑦みなみ

20:05　卓話　「子供ホームの現状」　　

慈愛園子供ホーム園長　西浦健輔様

20:45　諸報告

20:55　なごりはつきねど　　　　　　　　　　　 全員

21:00　閉会宣言・点鐘　　　　　　　 高野　享（熊本みなみクラブ会長）

21:01　二次会のおしらせ　　　　　　　　　 司会者

社会福祉法人　慈愛園は、90有余年の歴史を持っています。初代園

長でありルーテル教会の宣教師でもあったモード・パウラス博士

は、入所者中心主義の日本の福祉施設のモデルを作り上げました。

現在、赤ちゃんから高齢者までの12の施設を経営しています。

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 －

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

Bulletin ２０１０年１０月２０日発行　№８９－９０号

＜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-

　　　　　　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。

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

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

１０月になり急に涼しく過ごしやすい季節となりました。

９月は九州部会を移動例会とした都合で、９月・１０月号として、ブリ

テンを発行することになりました。９月２６日の九州部会は、九州部だ

けではなく、西日本区理事をはじめ、役員の方々や京都部を中心に多く

のクラブの皆さんにご参加いただきました。これは例年にはないことで

すが、みなみクラブの皆さんのご協力で、大変評判のいい部会となりま

した。これによりクラブ内の団結も以前より強くなったのではないかと

期待しています。今回参加できなかった皆さんも、今後の例会をはじめ、

じゃがいも料理しょーや１１月のハイキング、１２月のクリスマスパー

ティ、忘年会など多くの企画を考えておりますので、ぜひご参加くださ

い。なるべく多くふれあい、できれば一緒に企画や準備も協力して作り

上げていけば、更に楽しく、またクラブの団結も強くなっていくと思っ

ています。

みなみクラブの会則でも「生涯の友人を作る」とありますが、一緒に喜

び、一緒に悲しみ、一緒に苦しみを分かち合える会員が一人でも増えて

いけば、みなさんそれぞれが、本当に有意義なクラブライブをおくるこ

とができると思います。

◆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

　

9月23日　ＹＭＣＡ会員スポーツ大会

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

２６名

１７名

０名

０名

０名

１名

０名

０名

１８名

9月26日　第２９回九州部会　（移動例会）

９月２６日に熊本全日空ホテルﾆｭｰｽｶｲで第２９回九州部会が開催
されました。
今年度九州部長の桑原ワイズを中心にホストクラブとしてみなみワ
イズメン、メネットみんなで準備をしてきた九州部会。九州部、西
日本区遠方からご出席の皆様に充実した一日を過ごして頂けたと思

います。
　第１部　　部会式典　 13:00～14:30　　２階「平安」
　第２部　　講　　演　 15:00～16:00　　２階「平安」
　第３部　　懇 親 会　　16:30～18:30　　６階「すいしょう」
　フェローシップ　　　　19:00～　　　　24階　プルミエール

９月２３日交通センターボウルにてYMCA会員スポーツ大会が開催されまし
た。みなみクラブからは２チームがエントリーし「小水流、平塚、後藤、坂
本」チームが総合２位を獲得いたしました。

8月17日　8月ファミリービアパーティ例会

8月21（土）～22日（日）、丸山ハイランド（上益城郡山都町下名連石新4-
1） に大人12人、子ども7人でファミリーキャンプをしました。
●土曜日は楽しいバーべキュー
●日曜は農園でカラス除けネット張りをして汗を流した後帰って、美味し
いそうめんを食べて、帰りは温泉にもより疲れを癒した一日となりました。

9月10日　みなみYMCAサザンフェスタ

９月１０日みなみYMCAのサザンフェスタへ参加。焼鳥・ビール・アイスク
リームの販売にメンバーが汗を流して頑張りました。

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

２６名

１６名

０名

０名

４名

１名

８名

０名

２９名

８月

９月

8月21日　丸山ハイランドファミリーキャンプ

８月１７日
高野会長の平成黒豚亭でファ
ミリービアパーティ例会が開
催されました。
おいしい料理とお酒、恒例の
二人羽織ゲームで大盛り上が
りでした。

桑原九州部部長と一部司会の緒方ys、銭神ys バナーセレモニーへ登場する高野会長

九州部各クラブのバナーセレモニー 二部司会の後藤ys

りんごジュースファンドを販売完売しました 懇親会司会の堀yts、坂本ys

杉野ys紹介のフラダンス 桑原九州部部長の挨拶


