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□国際会長標語    ： 「言葉より行動を」 “Talk Less  Do More.” 

□アジア会長標語   ： 「未来を始めよう、今すぐに」  “Start Future Now”  

□西日本区会長標語 ： 「響き合い、ともに歩む」 “To walk together, echoing each other.” 

□九州部長標語    ： 「あなたからわたしへ わたしからあなたへ」 
“Y’s spirit from you and from to for generations!” 

☆熊本みなみクラブ会長標語： 「笑顔の輪を広げよう！」 “Let’s  widen  the  ring  of  smile”  

        ＜９月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ９月１６日（火）１９：３０～２１：３０ 

  ◇会場            ホテル日航熊本 

 

１．開式            司会： 大村ワイズ 

２．開会宣言と点鐘           寺田会長 

３．ワイズソング“いざたて”         全員 

４．会長挨拶               寺田会長 

５．ゲスト＆ビジター紹介 

６．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 

７．活動報告･諸報告 

８．食前感謝             木佐貫ワイズ 

９．ＥＭＣディスカッション  大村ＥＭＣ委員長 

１０．なごりはつきねど             全員 

1１．閉会点鐘               寺田会長 

    

＜９月の誕生日＞ 

            今井ワイズ 

            寺田メネット 

        ＜９月の結婚記念日＞ 

         麻生ワイズ＆メネット 

 

 

 

 

（今月の聖句） 
岡 成也 

 

コリント信徒への手紙 一 １５章５８節 

 

「主に結ばれているならば自分たちの苦労が決して無駄

にならないことを、あなたがたは知っているはずです」 

 

 この聖句は、主のわざに励む人にとって、どのような労

苦も無駄ではないと書かれています。私たちワイズメン

はミッションに基づいて活動するＹＭＣＡと共に存在し、

活動をしているからこそ大きな喜びと、生きる励みによっ

て私たちの心と身体が日々あらたにされていきます。い

かなる場面でも神様が共にいてくださると信じて励むそ

の姿勢が大切だと思います、素晴らしい人生だと語るこ

とができる日がくること願って励みたいものです。 

 

  
 
      
 

☆ みなみクラブのホームページアドレス＜http:// minami-yｓ.info＞ 
  
□第一例会：毎月第３火曜日 ／ 会場 ホテル日航熊本   ／１９：３０～２１：３０ 

 □第二例会：毎月第１火曜日 ／ 会場 みなみ YMCA  ／１９：２０～２１：００ 
   □事務局：みなみＹＭＣＡ内／〒862-0962熊本市南区田迎 5-12-50／Tel.096-378-9370  

Affilated with the international assosiation of  

Y's Men's clubs the service club to the YMCA,   

    ２０１４年度みなみクラブ役員委員一覧 
◇会    長  寺田節子 
◇副 会 長   池澤誠・今井政文 
◇書    記  村上博・中島修子、岡成也 
◇会    計  川口圭子・小水流雅代 
◇直前会長   木佐貫浩一 
◇ドライバー   池澤誠・堀隆之・杉野茂人ほか 
◇ブリテン広報 木佐貫浩一・内村忠生・内田英喜ほか 
◇ファンド     後藤慶次・緒方大介・麻生伸一ほか 
◇Ｅ Ｍ Ｃ    大村浩士・中村邦雄・宮崎靖大ほか 
◇地域奉仕    内村忠生・村上博・杉野茂人ほか 
Ｙサービス  

◇交   流    内田英喜･今井政文ほか 
◇ウエルネス   堀隆之・岡成也･永田雅三ほか 
◇監   査     中村邦雄  
◇メネット会長  寺田節子 
◇連絡主事    中島修子 
◇連絡会議担当 寺田・池澤・桑原・堀・中村 

＜８月合同ビアパーティ報告＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター １４名 

出席会員  １９名 メネット  ３名 

広義会員  なし コメット  ３名 

ヤングクラブ   ７名 みなみ Y招待 １名 

出席率  ８６．４％ 出席者合計 ４７名 

 



会 長 通 信   
６．九州部会について ～ 9/28（日）亀屋ホテル 花椿 

 ・登録費：メン１万円 メネット９千円 コメット２千円 フェロー

シップ３千円 

 ・参加者：寺田、杉野、岡、桑原、池澤、中村、 

７．熊本連絡会議 ～ 9/30（火）中央 YMCA 

 ・会費支払い ～ 21名×500円＝10,500円 

８．会計より 

 ・西日本区支払い → 8/11、振込み済み 

 ・YMCA 会費支払いと藤元ワイズ登録 → 20 名×6 千円＝

12万円・・・9/2支払い済み 

 ・ビアパーティ合同例会収支報告 → 収入 10 万５千円  支

払い 12万 9,276円 

９．ドライバー委員会 ～ 池澤委員長 

  ・新人研修会（9/9）～ みなみ YMCA 19：00～ 

・10 月例会（10/21）～ 卓話者：下村麻美子さん・・・オリーブオ

イル 

・11 月例会（11/18）～ 卓話者：成尾雅貴さん（県くまもとブラン

ド推進課課長） 

・クリスマス例会（12/16）の企画 ～ 200 パーセント例会 → 

会場は外部で 

１０．じゃがいもファンド 

  ・今年の注文予定数 → 前年実績で発注（杉野ワイズ） 

１１．メネット合同例会 → 11/6（木）19：00～  於：日航ホテ

ル 

１２．岩国みなみクラブとの交流会 → 来熊日程 11/2 ～11/3 

  ・懇親会・2日（日）18：30 → 全員参加 

１３．みなみ YMCAへりんごジュースを３箱 寄付  

→ サザンフェスタ 

１４．スペシャルオリンピックス日本熊本支援「天心の譜」チャリ

ティー上映会チケット購入→承認 

１５．その他 

   みなみ YMCA10 周年記念式典 → 11/2(日) 14：00～

16：30 

   丸山ハイランド観月コンサート → 9/21(日) 18：30～ 

 第 1３代会長 寺田節子 
 「笑顔の輪を広げよう」 
（Let’s widen the ring of smile） 
 
９月に入り朝の気温がややさわやかになりました。９月は、

サザンフェスタや、その前の清掃活動などたくさんの行事が

ありました。皆で汗を流すことは、とても気持ちよく尊い活動

だと感じています。８月のヤングクラブとの合同ビアパーテイ

にしても、たくさんのワイズメンとの交流がありました。人と人

の交流はとても魅力的なことだと実感しています。 

９月９日には、堀ワイズと桑原ＬT 委員長による新人研修会

ありました。改めて、ワイズの魅力に触れ誇りに感じました。

にしクラブからも３名の参加があり、２次会でも、交流ができ

楽しいクラブとしての意識が高まりました。まずは、お互い同

士を理解し合うことから交流の輪が広がると思います。でき

る限りいろいろなイベントに参加して、多くの方との語らいの

中から、より多くのことを吸収していく会長でありたいと思い

ます。秋の夜長に自然にふれながら、思いにふけて、いろん

な想像をふくらませ、ワイズがより多くの仲間に増えて、絆も

大きくなることをイメージして、初めの一歩の会員増強の勉

強会をしていきたいと思い、今月９月はＥＭＣ例会を企画しま

した。みんなで真剣に仲間増やしを考えていきましょう！！ 

 

９月第２例会報告 

書記 村上 博 
 
◇２０１４年９月２日（火）／みなみＹＭＣＡ 
◇出欠 会長：寺田 副会長：今井 書記：村上 会計：川口 
ドライバー：池澤 ブリテン：木佐貫 Ｙサ・地域奉仕：内村 
交流：内田 ウエルネス：堀 連絡主事：中島  
中村 藤元 杉野 桑原 
以上１４名 

 

１．8月ヤングクラブとの合同ファミリービアパーティー 

・料理は種類が少なかったが、何度も出ていた。値段からし

たら良いほう。 

・全体の内容は良かったし、じゃんけんゲーム、風船割りは面

白かった。 

・じゃんけんゲームの勝者への会長の機転が良かった。 

・タイムキーパーがいなかった。こどもへのお土産を忘れた。 

２．みなみ YMCA 清掃活動報告 ～ ８名参加 → サザンフ

ェスタを前にきれいになった。 

３．サザンフェスタについて → 役割り打合せ ～ 内村ワイ

ズ 

・ホットサンド、やきとり、ビール、たこやき、パインアイス 

４．あとの祭りについて ～ 9/14（日）19：00～21：00 

５．会員スポーツ・ボーリング大会について ～ 堀ウエルネ

ス委員長 

・９/２３（火・祝日）交通センターマスターボーリング場 

６．九州部会について ～ 9/28（日）亀屋ホテ

ル 花椿 

 

山本 景子 さん 
みなみＹＭＣＡ２年目になりまし

た、山本景子（エッグリーダー）

です。 

現在はウエルネス事業部に所

属しており、主に体操を中心に

担当しております。 

食べること・動くことが大好きで

す。１日１日を大切に過ごし、こ

れからも色々な事にチャレンジ

し成長していきたいと思ってい

ます。笑顔を忘れず頑張りま

す!! よろしくお願いします。 

 

ＹＭＣＡスタッフ紹介 

 



 

８月合同ファミリービアパーティ 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

村上博 

８月３１日（日）に清掃活動、無事終わりました。参加の皆さ

ん、お疲れ様でした。寺田会長、ゴボウ茶、美味しいですね 

ありがとうございました。  

中島修子 

草取り清掃活動、お世話になりました。 

第１駐車場を中心にやっていただきました。 

おかげで 7 日（日）のサザンフェスタ開催も安心して迎えら

れます。 

参加いただいたみなさん、ありがとうございました。 
 

木佐貫浩一 

８月１９日（火）に熊本みなみワイズメンズクラブと熊本ヤング

クラブとの合同ファミリービアパーティが開催されました。 

ヤングクラブとは初めての合同例会でした。ファミリー＆ビジ

ター合わせて 4７名が参加しました。 

The Vijoulien WEDDING&SWEETは綺麗なお店でした。 

アトラクションとでは定番のストローによる”ビール＆ジュース

早飲み”ゲームと小金持ちゲームは盛り上がりました。 

堀ワイズの生ギター演奏とみんなでの合唱は素晴らしかった

です。とても楽しい時間を過ごせました。 

二次会は内田ワイズのおいのお店でカラオケを歌いながら

盛り上がりました。 

 

熊本みなみ YMCA草取り清掃活動 

 

  

 

こんなに“草刈り”ました！！ 

全員集合写真 
 

全員集合写真 

  

  

  



 

熊本みなみ YMCA通信 サザンフェスタ（みなみ YMCA夏祭り） 

寺田節子 

９月７日（日）に、熊本みなみワイズメンズクラブの皆さまを

はじめとしたくさんの方々のご協力のおかげで みなみＹＭ

ＣＡ創立 10周記念サザンフェスタを無事終えることができ

ました。 ありがとうございました。 

また、本日サザンフェスタに参加いただいた皆さま、お疲れ

さまでした。 暑さの中に最後まで本当にありがとうござい

ました。 

 

編集後記 

今回も皆さまのおかげで無事にブリテンを作成できました。少
しずつブリテンを作ることに慣れてきていますが、まだまだ思
うようには作れません。早く内容を充実できるように精進しま
す。最近は自分の仕事の方（講演会、講習会、日直＆当直な
ど）を優先させてしまい、なかなかワイズ活動に参加できてい
ませんが、“今をしっかり生きる”でがんばります。 
 
９月７日（日）は講演会のついでに、東京の国立新美術館で"
オルセー美術館展"を観ました。学生の卒業旅行でリックを背
負ってヨーロッパを友人３人で旅した時にパリのオルセー美
術館に行ったことがあったので、懐かしさがありました。記憶
に残っているのはゴッホの絵("自画像"や"オヴェールの教会
")だけで、今回は"印象派"展だったこともあり、"記憶に残っ
ている"絵に逢うことはできませんでした。でも、どの絵も素晴
らしいものでしたし、何故か涙が出るくらいに感動した絵もあ
りました。やはりいい芸術に触れることはいいですね。 
追伸、ゴッホは"ポスト印象派"に分類されるため、今回は観
ることができませんでした。ちなみに、ポスト印象派の画家
は、セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャンの３人だそうです。 

ブリテン委員長 木佐貫浩一 
 

                             中島修子 

まだまだ暑い日が続きます。９月１日には防災の日でした

が、今年の夏は各地で自然災害が起きています。８月広島

でも大雨の被害で多くの命が奪われました。亡くなられた皆

様のご冥福を祈り、残された家族の皆様の悲しみにも、慰

めがあるようお祈りいたします。 

さて、先日のサザンフェスタでは天候にも恵まれ、皆様のご

協力のおかげで、多いに賑わいました。清掃活動から続け

て大変お世話になりました。今回のサザンフェスタを通じて

得られた益金約 55万円は、みなみ YMCAが取り組むミャン

マーエイズ孤児支援活動や熊本 YMCA 国際協力青少年育

成年末募金などに役立てられます。 

 

9月 16日(火)～18日（木） 東ティモール大使来熊 

9月 23日(火)    会員スポーツ大会(ボーリング) 

              水前寺幼稚園献堂式 

9月 24日(水) 歌声広場わいわい 

10月 5日(日) ぶどうの木幼児園 運動会 

            タイ若竹寮フェスティバル 

            熊本 YMCAユースリーダーの集い 

11月 2日（日）   みなみ YMCA10周年記念式典 

 
 

  

 

寺田会長、ホットサンド作り

をがんばっています！！ 

たこ焼き＆焼き鳥、大人気です 

長蛇の列です！！ 

全員集合写真 

 
 

オーヴェールの教会 

https://www.google.co.jp/search?sa=X&biw=1366&bih=645&q=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%95%99%E4%BC%9A&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDQzcHsxCHfq6-gXl8rpESJ4hllpZWkaellJ1spV-WWVyamBOfWFSCxMwsLrEqzy_KLn7E6Mst8PLHPWEpl0lrTl5jtOMiQpOQBBeba15JZkmlEB8XjxTcbg0Gnl_8e__vSr81UdT6wNFMO6Wj5ytv7AAANRJoNKgAAAA&npsic=0&tbs=kac:1,kac_so:0&ei=PWUWVP2gEsek8AWBhoDABQ&ved=0CDUQ-BY&lei=PWUWVP2gEsek8AWBhoDABQ

