
 

 

 

 

 

 

 

2015 

□国際会長標語    ： 「信念のあるミッション（使命・目標）」 “Mission with Faith” 

□アジア会長標語   ： 「愛をもって奉仕をしよう」  “Through Love, Serve”  

□西日本区会長標語 ： 「あなたならできる！きっとできる」 “You can do it!  Yes, you can!” 

□九州部長標語    ： 「九州から輝くワイズダム」 
☆熊本みなみクラブ会長標語： 「つなげよう、人と人、過去と未来」 

“Let everyone link together, person to person, past to the future”  

        ＜９月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ９月１５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           池澤会長 

３．ワイズソング“いざたて”         全員 

４．会長挨拶               池澤会長 

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              

９．ＥMCの今期の方針について 

          町田九州部 EMC主査 

１０．ディスカッション              全員 

１１．なごりはつきねど             全員 

1２．閉会点鐘               池澤会長 

    

＜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） 

中島修子 

 

サムエル記上２５章６節 

「あなたに平和、あなたの家に平和、あなたのものすべてに

平和がありますように」 

 

今年の夏は、終戦７０年の節目ということで平和を祈りつつ

も、例年にまさって忌まわしい過去を振り返る日々であった

ことでしょう。 

キリスト教のシャロームはヘブライ語で「平和」を意味する言

葉。ヘブライ語の挨拶のひとつでもあり、日本語の「こんにち

は」に相当します。挨拶は、相手に気持ちを向けることから

始まります。そこに相手を思いやる気持ちがあれば、挨拶は

平和を望む気持ちを表現することとなるでしょう。 

 

☆ 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,   

    ２０１５年度みなみクラブ役員委員一覧 
◇会    長  池澤誠 
◇副 会 長   今井政文・内田英喜 
◇書    記  堀隆之・秋寄光輝・中島修子 
◇会    計  中村邦雄・川口圭子・小水流雅代 
◇直前会長   寺田節子 
◇ドライバー   今井政文・内田英喜・麻生伸一ほか 
◇ブリテン広報 木佐貫浩一・後藤慶次・内村忠生 
◇ファンド     藤元俊輔・杉野茂人・宮崎靖大ほか 
◇Ｅ Ｍ Ｃ    大村浩士・内田英喜・村上博 
◇地域奉仕    内村忠生・杉野茂人・岡成也 
Ｙサービス  

◇交   流    桑原純一郎･寺田節子・堀隆之 
◇ウエルネス   後藤慶次・岡成也･永田雅三 
◇監   査     村上博  
◇メネット会長  池澤理恵 
◇連絡主事    秋寄光輝 
◇連絡会議担当 池澤・今井・内田・中村・桑原 

＜８月ビアパーティ例会報告＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター ２０名 

出席会員  １５名 メネット  ２名 

広義会員  なし コメット  ０名 

ゲスト    ０名 みなみＹ招待０名 

出席率  ６８．２％ 出席者合計 ３７名 

 



会 長 通 信   

                           書記 堀 隆之 
◇２０１５年９月１日（火）/みなみＹＭＣＡ１９時３０分～２１時 

◇出席者 池澤会長 直前会長：寺田 書記：堀 会計：中

村 ブリテン：木佐貫 ＥＭＣ：大村 Ｙサ・地域奉仕：内村 

交流：桑原  連絡主事：秋寄 杉野 川口 中島ワイズ   

以上１３名   

 

１． ８月ビアパーティ例会の反省： 

じゃんけん小金もちゲームの賞金の回収はせず持ち帰

ってもらった。 

必要経費の請求がそろってから決算予定。経費のある

人は請求を。 

２・みなみＹＭＣＡ清掃活動報告 

日時：８月３０日（日）７時００分～９時００分 参加者：中

村ｙｓ、内村ｙｓ、今井ｙｓ、千原さん、池澤 

３．熊本地区合同メネット例会 

９月７日(月) 午後 7時～午後 9時 熊本テルサ 

「東日本大震災、その後の復興と現状」 立野泰博ワイズ

（熊本ジェーンズ） 

参加者 寺田ｙｓ、内村ｙｓ、池澤 

メネット事業わかめ販売について 

最少注文単位、２０個をクラブとして購入 

４．熊本連絡会議 

 ９月９日（水） 午後７時～ 東部ＹＭＣＡ 

 参加者：桑原直前議長、池澤会長、今井副会長 

 第 1４代会長 池澤誠 
「つなげよう、人と人、過去と未来」 
（Let everyone link together,  
Person to person, past to the future） 
 

 かなり朝夕は涼しくなってきました。熊本の秋の訪れを

告げる藤崎宮例大祭ももうすぐです。みなさまいかがお過ご

しでしょうか。 

先月のビアパーティ例会で絶頂となったみなみクラブの夏

はサザンフェスタで一段落、これからは秋へと向かいます。

サザンフェスタの準備、駐車場の清掃活動、そして当日のビ

ール、カレー、アイスパインの販売とあとの祭り、かかわって

いただいた皆さん、本当にご苦労さまでした。 

これから徐々に秋らしくなってくるかと思います。今月末に

はＹＭＣＡ会員スポーツ大会、１０月には岩国みなみクラブと

のＤＢＣ交流会、九州部会そしてジャガイモと、こんなにいっ

ぱいあったかと思うくらい、ワイズ、ＹＭＣＡの企画が目白押

しです。 

そんな中、ワイズ活動を見直す意味も含め、今月はＥＭＣ

例会です。町田由美子九州部ＥＭＣ事業主査をお迎えし、Ｅ

ＭＣについて語っていただく予定です。みなみクラブのこれま

でのこと、これからのことを改めて考えられるチャンスになっ

たらいいなと思っています。 

涼しくなって過ごしやすくなってはきましたが、これから気

温の変化は激しくなります。体調崩したりされませんよう、み

なさまどうぞご自愛ください。 

 

９月第２例会報告 

４．熊本連絡会議 

 ９月９日（水） 午後７時～ 東部ＹＭＣＡ 

 参加者：桑原直前議長、池澤会長、今井副会長 

    ※毎回みなみ YMCAの運営委員会とかぶってしまう。 

５．九州部部会について （含 亀浦九州部直前部長エルマ

ークロー賞受賞祝賀会） 

日時：１０月１７日（土）１３：００～（評議会 １１：００～、懇

親会 １７：００～） 

場所：阿蘇プラザホテル 

参加者： 

※９月１７（木）までにクラブ単位で申し込む事。 

 登録費：￥１０，０００ フェローシップアワー：￥３，０００ 

エルマークロー賞祝賀会費：￥５００ 

参加費補助：予算では合計１２０００円／クラブ全体 

６．サザンフェスタについて（サザンフェスタ実行委員会：９月

３日）                

日時：９月６日（日）／みなみＹＭＣＡ 

販売：①パインアイス ②カレー ③ビール ①パインアイ

スは藤本ワイズに確認中。 

参加者：担当①藤本ワイズ担当②川口、寺田、中島＋桑

原、堀（５名は朝８時に集合）担当③内村、杉野 

７． ジャガイモ・カボチャファンド 

 昨季注文数 各１０ｋｇ詰  男爵：１３０箱 栗

カボチャ：８０箱 

     で発注する。 

 注文締切 ９月１０日厳守とのこと 

８．ニューオリンズ・ジャズ・ハウンズ演奏会協力依頼 

 日時：１１月７日（土）１３：３０～１５：００（開場１３：０

０） 

 場所：みなみＹＭＣＡ 

 会費：２０００円 

 協力依頼内容：協力名義、参加者動員（チケット販

売２０枚） 

    ※１０枚クラブで購入予定。 

９．ドライバー委員会／今井ドライバー委員長 

① ９月 ＥＭＣ例会  町田由美子九州部ＥＭＣ事業主

査参加予定 

※司会：大村ワイズ 食前感謝：？ 

② １０月の卓話者 

※幸山前市長（１０／２０）をお呼びする 

③ １１月の卓話者 

※コーヒーソムリエ 

④ １２月の卓話者 

※場所は日航ではしない。 

１０．岩国みなみとの交流 桑原交流委員長 

日 時 １０月３日～４日（土日） 

宿 泊 ロイヤルインテリジェントホテル（東萩駅前） 

懇親会 萩市内の食事処  １９：３０～２０：００開始予定 

交通案 １）車利用 １４：００熊本発～１８：００萩着 

  ２）新幹線 １５：５８熊本発―新山口１７：１４着 さくら５６２

号（直通） 

             ＊松村ｙｓの車で萩へ移動／約１時間  

観 光 翌日、萩市内を観光して昼食 午後、帰路へ 

参加希望者：※池澤会長、杉野、中村、内村、木佐貫、桑原、

川口、堀、今井、只今のところ９名 

※再度メールで流して９／５までに決定。 

 

 

 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

内村忠生 

８月３０日、みなみＹＭＣＡにて、９月のサザンフェスタに集

う多くの人が気持ちよくイベントを楽しめるように会場とな

る駐車場周辺の草取り作業を行いました。昨日からの雨

模様で草取りの実施が危ぶまれましたが、中村ｙｓの「雨

でもやる」の一言で結構と決まりました。みなみＹＭＣＡと

サザンフェスタの為にとの掛け声で、当日朝から小雨でし

たが、中村ｙｓ、今井ｙｓ、池澤ｙｓ、内村ｙｓ、千原（元）ｙｓが

集まり汗を流しました。 

 

みなみ YMCA清掃 

８月ファミリービアパーティ 

寺田節子 

 ８月 18 日(火) に熊本みなみワイズメンズクラブのファミ

リービアパーティーがありました。場所は、水道町の、 フ

ェリシアというなかなかお洒落なお店でありました。結婚

式等でも、利用される店なので、音響設備や、スクリーン

等充実していて、良かったと思います。熊本みなみファミ

リーとビジター合わせて 37 名の参加で、賑やかに盛り上

がりました。今回は、堀ワイズの、ギター演奏に加えて、

後藤ワイズの、アカペラグループの、素敵な歌の披露も

あり、会場が盛り上がりました。そのあと恒例のビール早

飲み大会やじゃんけんゲーム等時間が足りたいくらいで

した。二次会もいつものハルズバーにて、またまた盛り上

がりました。暑気払いができた楽しい会でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

熊本みなみ YMCA通信 

編集後記 

８月末、９月第１、２の土日は仕事や東京出張のため、ワイズ

活動には参加できませんでした。ブリテン作成が遅くなりまし

た。また。本日の EMC例会にも東京出張のため、参加できま

せん。でもいつかはゆっくり活動できるが時がくることを願っ

ています。 

                    ブリテン委員長 木佐貫浩一 

連絡主事 秋寄光輝  

 ８月の第１２回サザンフェスタは、皆様のご協力により無事

終了いたしました。天気が心配されましたが、奇跡的に開催

時間は雨がやみ、多くの来場者を得ることができました。朝

早くからのカレーライス作り、生ビール、パインアイスの販

売、片づけまでご協力誠にありがとうございました。 

 ７月末の台風の影響で、熊本も多くの被害があっておりま

すが、茨城県鬼怒川での堤防決壊による被害も甚大なもの

があります。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。 

 

９月１６日（水） 歌声広場わいわい 

 ９月１９日（土）～２０日（日） こどもえいごキャンプ 

 ９月１９日（土）～２２日（火） 

全国リーダー研修会（名古屋 YMCA） 

 ９月２７日（日） 会員スポーツ大会 

１０月 ４日（日） ぶどうの木幼児園運動会 

１０月１５日（木） ぶどうの木幼児園秋の遠足 

１０月１７日（土）～１８日（日） サザンキャンプ秋 

 

流 

内

内村忠生 

９月６日朝から、雷鳴とどろく大雨で明けた一日でし

た。前日の準備の際に「雨天決行」との話を聞いてなけ

れば、「今日は中止だろう」と。判断したかもしれませ

ん。１１時開催に向けて、今頃みなみＹＭＣＡでは池澤

会長、寺田直前会長を中心に川口ｙｓ、桑原ｙｓ、堀ｙｓ、

中嶋ｙｓらによるカレーの仕込み作業の真っ最中だろう

なと思いながら会場へむけて出発します。しかし、まぁ

なんと。それは会場到着の直前でした。暗雲立ち込め

る鈍より濁った空が、しだいに明るくなったかと思えば、

あっという間の出来事でした。見上げるとそこには「なん

と」青空が広がっているではありませんか。ＹＭＣＡ及び

みなみワイズの面々が、いかに日頃から良い行いに努

めているかの証が神様からもたらされた瞬間ではなか

ろうかと思ったのでした。さて、会場には多くの人々が

詰め掛けています。私たちみなみワイズのメンバーも、

せっせと準備に余念がありません。このサザンフェスタ

の為に神様が下さった青空からは、夏を思わせる強い

日差しが降り注いで、朝とうって変わって立っているだ

けでも額から汗が滴るような状況へと変貌しています。

忙しい中急遽パインアイスを届けてくださった藤本ワイ

ズは販売に向けてパインアイスを解凍しながら、カレー

の準備も手伝われています。今井ドライバー委員長は、

今日のために杉野ｙｓが昨日から準備された生ビール

サーバーの設置に余念がありません。今日の応援隊は

犬童元ｙｓがお友だちと一緒に参加して、カレーの販売

を一手に引き受けて手伝ってくださいます。開会式も終

わり、いざ販売開始です。カレーは甘口と辛口が用意さ

れ、飛ぶように売れていきます。パインアイスも子ども

達に大人気で、解凍が間に合わないほど売れ行き好調

です。さて、心配された生ビールですが。暑い日差しの

中で喉が渇いたお父さんお母さんが順調に買ってくれ

ています。２：１０ カレー売り切れ ２：３０ パインアイス

売り切れ ２：４５ 生ビール売り切れ全員の活躍によっ

て、みなみワイズの暑い夏が終了しました。また、来年

に向けてお互いの検討を称え笑顔で記念撮影を終え、

それぞれが片付けを終え帰路に着いた９月の日曜日で

した。 

 

サザンフェスタ報告 

 

 

  


