
＜YMCA行事＞

1月22日（土）　ボランティアデイ　花岡山清掃

1月23日（日）　ワンコインチャリティプログラム＆フリーマーケット

　　　　　　　　　リーダー感謝会19：00～21：00

1月30日（日） 第135回　熊本バンド早天祈祷会

2月11日（金）　全体職員研修

　新年明けましておめでとうございます！　現在

YMCAでは、国際協力募金活動の実施期間中で、

1月23日（日）には館をあげての催しが行われます。

プール開放に各種レッスン、フィットネス体験にサ

ウナ・お風呂などの施設利用ができます。その日

の夜にはリーダー感謝会が行われます。リーダー、

職員、委員、ワイズの皆さんと親交を深めるパー

ティです。参加費1,000円。皆さん振るってご参加

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 －

日　時：２０１０年１月４日１９：００～２０：３０
場　所：熊本みなみＹＭＣＡ
出席者：高野会長、大村、堀、杉野、桑原、村上ﾜｲｽﾞ　以上６名

（連絡事項）
ファンド事業の販売状況、協議。
（協議事項）
１）１２月クリスマス例会の反省
　　ややマンネリ、来年から新しい趣向を考える。
２）１月第１例会について（大村ドライバー委員長）
　　期　日、会　場、テーマ、役割分担、企画についての報告。
　　卓話者は本田雅晴さん（千代の園酒造社長）。
　　川口圭子さん（小水流Y’s推薦）の入会式を行う。
３）クラブバナーの新調について
　　最終案が了承された。第一例会で報告し発注。
４）YMCAリーダー交流会について（１／２３）
　　クラブから２万円寄付し、メンバーの多くの参加を呼び掛ける。
５）次期九州部主査について　：　杉野Y’sがﾌｧﾝﾄﾞ主査承諾。
６）次期会長選出について　：　決定できず。早急に決定する必要あり。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引き続き検討。
７）長期欠席者への対応に関して
　　種々のアイデアなど議論。

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＞　

あなたの重荷を主にゆだねよ、主はあなたを支えて
下さる。主は従うものを支え、としえに動揺しないよ
うに計らってくださる。　

旧約聖書詩編第５５編２３節

１月新春例会のご案内

卓話者の紹介

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。

　１　月２５日（火）　　　　１９：００　みなみセンター　　
　２　月　１日（火）　　　　１９：００　みなみセンター
　２　月　８日（火）　　　　１９：００　みなみセンター
　２　月１５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
みなみクラブ第一例会

日時　：1月１８日（火）19:00～21:30（18:30受付）

場所　：　ホテル日航熊本　５階

１．19:00　　開式 　　　司会【坂本ｙｓ】

２．19:01　　お客様入場 　　　高野会長

３．19:02　　開会宣言と点鐘 　　　高野会長

４．19:03　　ワイズソング『いざたて』 　　　全　員

５．19:05　　会長挨拶 　　　高野会長

６．19:10　　ビジター紹介 　　　司会者

７．19:１５　　入会式　　「　川口圭子さん　」　

８．19:３0　　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　　　緒方大介ｙｓ、木佐貫浩一ｙｓ、

　　　　　　　中村邦雄ｙｓ、坂本朱美ｙｓ、木佐貫恵津子ｍｔ、

　　　　　　　一山優子ｍｔ、辻眞利ｍｔ　　

　　アニバーサリー 緒方大介ｙｓ、恵ｍｔ

堀隆之ｙｓ、堀禎子ｍｔ

９．19:３5　　活動報告・諸報告

　　　１）熊本連絡会議 　　　堀ｙｓ

　　　２）ＹＭＣＡ報告 　　　辻連絡主事

１０．19:４0　　食前感謝 　　　木佐貫ｙｓ

１１．20:10　　卓話　「お酒の話」

　　　　　　　　千代の園社長　　本田雅晴さん　　　　　　　

　　　　　　　　　質問　　謝辞 　　　高野会長　　

１２．20:57　　なごりはつきねど 　　　全　員

１３．20:59　　閉会点鐘 　　　高野会長

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

ドライバー委員長：大村ｙｓ

作成：ブリテン委員長　杉野ｙｓ

氏名　　：　　本田　雅晴　氏

生年月日　：　１９５４年（昭和２９年）５月２４日

本籍　　：　熊本県山鹿市山鹿　１７８２　番地

現職　　：　千代の園酒造株式会社　代表取締役社長

昭和５２年３月　慶應義塾大学商学部卒

昭和５５年１月　千代の園酒造株式会社　入社

　　　５８年９月　常務取締役　就任

平成元年 ９月　代表取締役副社長　就任

　　　１２年６月　代表取締役社長　就任



☆ みなみクラブのＨＰ　＜http://minami-ys.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 

熊本みなみクラブ役員・委員紹介

明けましておめでとうございます。
昨年末より、毎日寒い日が続いていますが、これからが寒さの本番
です。
しかし、３～４０年前は、今よりももっと寒く、毎朝氷が張っていました
し、雪も多かったように思います。先日の第二例会の２次会で、寒く
感じるのは、年をとったからだという話がでましたが、やはりそうなの
でしょうか。
私たちみなみクラブは、毎年としをとるのではなく、毎年生まれ変わ
ることができます。基本理念は変わらなくても、毎年変わる会長の
方針により、クラブは運営されます。毎年積み重ねる経験や伝統と、
会長が変わることによる生まれ変わりとで、さらにいいクラブにして
いきたいと思います。
それから、先日の熊本連絡会議にて、みんなで助け合うという話が
でました。ワイズメンズクラブは、会員同士の互助の精神も大事なこ
とだと痛感しました。
同じ業種の人は、できるだけ２人以上は入会させないようにしようと
いうことは、仕事上においても協力し合うということだと思います。み
なみクラブにおいても、困ったときや、また、仕事においても、助け
合い、クラブに入会していてよかったと思える場にしていきましょう。

◆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

第９期　会長通信

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

今年の抱負（順不同）

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

２５名

１３名

０名

１名

５名

１名

５名

０名

２５名

例会報告
撮影：ドライバー委員　大村ｙｓ

新年にあたりみなみワイズの皆さんに今年の抱負を書いて頂きました。

○　村上　博　：　政令市を目前に決戦の春が控えています。
　　４期目に挑戦、見事に桜が咲けばさらに暮らしやすい。熊本市のた　
　　めに精一杯頑張りたい！！　　　　　　
○　大村浩士　：　ドライバー委員長として、皆さんが楽しめる例会にな　
　　るように残り半分頑張ります。
○　池澤　誠　：　今年はできるだけ例会に出席したいと思います。
　　できたら一度でいいから遅刻せず開会の時から参加できたらと思っ　
　　ています。　　
○　犬童　晶子　：　土日際のイベントに参加できない分、会議に出来
　　るだけ参加して少しでもお役に立てる様に　頑張っていきす！！ 　　　
○　北岡 京子　：　日頃から大した活動はできてませんが、ワイズは　
　　大切なリフレッシュの場ですので、今年もできるだけワイズ活動に　
　　貢献できるようがんばります！皆さま、今年もよろしくお願いします。　
○　岡　成也　：　例会主席100％目指して今年こそは頑張ります。
　　皆さま、本年もよろしくお願いします。　　　
○　小水流雅代　：　今年も例会出席100%を目標に楽しく活動していき
　　たいです
○　木佐貫浩一　：　今年は年男でもあり、公私共々新しいことにチャレ
　　ンジし顔晴っていきたいと思います。例会には可能な限り参加しま
　　す。また、ウェルネス委員長として2月のボーリング大会を皆で楽し　
　　みたいです。　　　　　　
○　堀　隆之　：　今年は、仕事もワイズも共にバランスを保ちながら、
　　後悔のないようにしたいです。体重を後５Ｋｇ減らしたい！　　
○　後藤慶次　：　まず、今年は例会に必ず出席します。ＥＭＣ委員長
　　として何か一つ結果を残せるよう精進します。皆さま、今年もよろし　
　　くお願いします。
○　中村邦雄　：　私昨日（１月１０日：今年は成人の日）ついに７０才に
　　なってしまいました。しかしまだ少しは元気が残っているつもりです　　
　　から、みなみクラブの皆さんと楽しい行事を作り上げていく仲間とし　
　　てお付き合い下さい。今年の目標は、月２回の例会日は他の行事　
　　を入れないように工夫して、昨年同様出席できるようにします。九　　
　　州部の行事は第３回評議会が残っていますが、会が上手く運営で
　　きるように、事務局長の職務として部長の負担をなるべく少なくす　
　　る努力をしようと思います。
○　緒方大介　：　今年はみなみクラブ１０周年です。というこは、　
　　チャーターメンバーである我々のワイズキャリアも１０年目ということ
　　になります。１０年間もほぼ毎月会っている友人が他にいるでしょう
　　か？ワイズの出会いに感謝し、今年もワイズを楽しみたいと思います。
○　桑原純一郎　：　何と言っても九州部部長としての役目をやり遂げるこ
　　とです。提案しているビジョン委員会を立ち上げて、九州部の将来に微
　　力ながら貢献できれば幸いです。　　　　　　
○　辻　健太郎　：　率先垂範　当たってくだけろの気持ちでチャレンジしま
　　す。家族とともに健康であり続けられるよう正しく食べ、運動し、学び吸
　　収していきます。
○　杉野茂人　：　みなみワイズ10年目ですね～。人生の1／5かあ！あと
　　10年経つと1／３になるのかあ。今年は、何とか１人入会させたい。こ
　　れは必ず実行します。　　
○　内村忠生　：　第一例会への１２回出席と第二例会の６回以上出席を
　　確約いたします。「指きりげんまん、チャンチャン」　　
○　坂本朱美　：　今年はいろんな意味で節目の年なので、新たな事に
　　チャレンジし、仕事もプライベートも飛躍できる1年にしたいです。
○　新入会　川口圭子さんのプロフィール ：　仕事 事務職 家族
　　夫一人 娘二人 映画を見るのが大好き 　　　　　

１２月２１日平成黒豚亭でファミリークリスマス仮装例会
が開催されました。みんなそれぞれ工夫した仮装で登
場し楽しいクリスマスでした。

親分！次はどの銀行狙います？ 仮装のままで食前感謝

チャリティーオークションは千代盛ysのたくさんの寄付もあり盛
り上がりました。

仮装大賞は高野会長で決まり！ そうなのよねー隣のおばさんた
ら××なんだから～


