
2016 

□国際会長標語    ： 「私たちの未来は、今日から始まる」 “Our Future Begins Today” 

□アジア会長標語   ： 「ワイズ運動を尊重しよう」  “Respect Y’s Movement”  

□西日本区会長標語 ： 「ワイズ魂で、更なるワイズ活性化を！」 “Energizing Y’s Mens Clubs with the Y’s spirit” 

□九州部長標語    ： 「いま自分がワイズでできること」（今動き出す時・・・）”When you start moving now !” 
☆熊本みなみクラブ会長標語： 「みんなで繋がり、支え合おう」  

        ＜７月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ７月１９日（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場            ホテル日航熊本 

 

１． 開式               司会：内村ワイズ 

２． 開会宣言と点鐘            今井会長 

３． ワイズソング（いざたて）          全員 

４． 会長挨拶                今井会長                     

５． ゲスト・ビジター紹介 

６． ハッピバースデイ＆アニバーサリー 

７． 入会式  

８． 活動報告・諸報告 

９． 食前感謝               大村ワイズ 

１０． 西日本区理事挨拶など 

１１．会長所信表明             今井会長  

１２．役員・委員長紹介 

１３．なごりはつきねど              全員 

１４．閉会点鐘                池澤会長 

＜７月の誕生日＞ 

村上ワイズ 堀ワイズ 

        ＜７月の結婚記念日＞ 

               なし 

 

 

（今月の聖句） 

藤川登士郎 

 

「主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさ

い。 あなたがたの広い心がすべての人に知られるようにな

さい。 主はすぐ近くにおられます。」             

フィリピの信徒への手紙 ４：４-５ 

 

熊本地震発生から２カ月たった６月１４日（火）御船町スポー

ツセンターで被災した小学生や高校生らによる復興メッセー

ジが読まれました。その多くは被災した自分に対し支援をし

てくれた人々に対する感謝の言葉が綴られており、感動を

与えました。「震災の中で感じた人のあたたかさ。」 「助けて

もらった分を今度は自分が返していきたい。」 ・・・・。 

神様はいつも私たちとともにおられ、勇気づけてくださること

を信じ、私たちはこれからも継続して、被災した人々に寄り

添っていきたいと思います。 

 

☆ 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,   

２０１６－１７年度熊本みなみクラブ役員委員長一覧 
◇会    長  今井正文 
◇副 会 長   麻生伸一・後藤慶次 
◇書    記  堀隆之 
◇会    計  中村邦雄 
◇直前会長   池澤誠 
◇ドライバー   内村忠生 
◇ブリテン広報 池澤誠 
◇ファンド     藤元俊輔 
◇Ｅ Ｍ Ｃ   木佐貫浩一 
◇地域奉仕    内村忠生 

Ｙサービス  
◇交   流    桑原純一郎 
◇ウエルネス   大村浩士 
◇監   査     村上博  
◇メネット会長  今井和美 
◇連絡主事    藤川登士郎 
◇連絡会議担当 今井・桑原・堀 

＜６月例会報告＞ 

在籍会員  ２１名 ビジター １名 

出席会員  １８名 メネット  ０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  ８５．７％ 出席者合計 １９名 

 



会 長 通 信   

                           書記 堀 隆之 
◇２０１６年７月５日（火）/みなみＹＭＣＡ１９時３０分～２１時 

◇出席者 今井会長 直前会長・ブリテン：池澤 書記：堀 

会計：中村 ドライバー・Ｙサ・地域奉仕：内村 ウエルネス：

大村  連絡主事：藤川 杉野 中島 ビジター北条さん   

以上１０名   

 

１． ６月例会の反省 

※全体的に良かった。※「会長引き継ぎ式」の時は全

員起立が良い。 

２． 前期半年報の提出：※会員数２１名で提出。 

３． 熊本連絡会議  桑原ワイズ 

７月４日東部ＹＭＣＡ 

※西日本区大会の会場予定の市民会館が使えないこ

とが分かり、役員で会場を選定との事。 

４． 九州部第１回評議会＆ＥＭＣシンポジウム参加者 会

場：ＹＭＣＡジェーンズホール 

桑原ワイズ、木佐貫ワイズ、池澤ワイズ、今井ワイズ参

加 

懇親会：会場：城彩苑 

桑原ワイズ、木佐貫ワイズ、池澤ワイズ、杉野ワイズ、

内村ワイズ、今井ワイズ参加 

※木佐貫九州部ＥＭＣ主査のお話がとても分かりやす

くて良かったとの事。 

５． みなみＹＭＣＡ清掃活動 

参加者：未定 

※８月２８(日)朝７：００ぐらいから始める。 

６． サザンフェスタについて：内村ワイズ 

 第 1５代会長  今井正文 
「みんなで繋がり、支え合おう」 
 
０１６～２０１７年度熊本みなみワイズメンズクラブの会長を

務めさせていただくことになりました今井政文と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

さて、４月の大震災から３か月経過しました。 

まだ多くの方々が、避難所暮らしを強いられております。 

被災地で復旧・復興に懸命に取り組んでおられる方々の姿

を目にして、「みんなで繋がり、支えあおう」と、今期のテーマ

として掲げました。 

少しでも、いろいろな支援を通して、多くの方々の力になれる

ようにみんなで繋がって、支えあっていきたいと思います。 

まだまだ入会歴の浅い私ですが、皆さんの力を借りながら、

一連の活動を通して、みなみクラブの親睦を深め、ＹＭＣＡ支

援と奉仕活動を行い、会の運営に頑張りたいと思います。 

また、今期は西日本区大会も予定されておりますが、木佐貫

ワイズが「九州部ＥＭＣ主査」という立場になられましたの

で、当クラブとしても、みなみクラブの良さを大きくアピール

し、大きな成果を上げなければならないと思っております。 

皆様には、新米会長の私を多岐にわたりお支えいただき、

共に楽しいワイズ活動が続けられればと願っております。 

よろしくお願い申し上げます。 

７月第２例会報告 

５． みなみＹＭＣＡ清掃活動 

参加者：未定 

※８月２８(日)朝７：００ぐらいから始める。 

６．サザンフェスタについて：内村ワイズ 

※９月４（日）１０：００～１５：００ 

※出店 １）カレー ２）パインアイス ３）たこ焼き に決

定。 

今回は特に「たこ焼き」に力を入れる。 

７２個同時に焼ける機材を中古で購入し、スムーズな販

売につなげる。次年度以降も使える。 

７． ドライバー委員会 ：内村ドライバー委員長 

７月キックオフ例会 

※北條 将人さんの入会式。入会キットは７月６日に書

記より西日本区に依頼する。 

※司会：内村ワイズ 食前感謝：大村ワイズ 

８月ファミリービアパーテイ例会 

※未定 

９月ＥＭＣ例会 

※未定 

※１年間の第１例会の司会者と食前感謝の担当は既に

決定済み。 

８．ファンド委員会：杉野ワイズ 

  リンゴジュース 

※１２０箱注文で既に完売に近い。最近はみなみＹＭＣＡ

で売れていて、今年は２１ケースとバラで３８本売れてい

る。 

９．その他  

※８月１１（木・祭日）に「リーダー感謝祭」を行う。 

今年は色々変えなくてはいけないところも出てきているの

で、みなみＹＭＣＡではなく「居酒屋」で行う。 

場所は未定。費用はみなみワイズが大半を負担する予

定。 

※メンバーの欠席者と他クラブにブリテンを送付する件。 

前期は池澤直前会長がされていたが、今期は内村ワイズ

が担当されます。 

※池澤直前会長より西日本区大会の報告有り。 

※前年度会計より決算報告と監査について報告あり、承認

された。 

 

 

 

６月会長報告＆引き継ぎ例会 

 

木佐貫浩一 

６月２１日（火）に会長報告・引き継ぎ例会がありました。池澤

会長は写真が印刷されたプリントを使いながらの報告でし

た。いつものことですが、会長になると２つの例会を休む訳に

はいかず、大変なことです。普通はこの報告・引き継ぎ例会

で会長職は終わりなのですが、今年は西日本区大会がこの

例会より後であるため、事実上の会長職をこれまで一番長く

務めた会長かもしれません。お疲れ様でした。そのあと、会

長引き継ぎ式があり、今井次期会長の挨拶がありました。続

いて役員引き継ぎ式があり、それぞれ抱負をお話されていま

した。 

ビジターの北條さんも参加され、７月には入会される予定で

す。新メンバーが増えることは嬉しいことですね！！ 

 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

大会側の配慮で、例年以上にＤＢＣ交流を行うことができ

ました。芦屋クラブからは会場で今回の震災に対しての

見舞金をいただきました。 

２日目は聖日礼拝で幕を開け、事業主任報告並びに表

彰、理事表彰が行われ、熊本みなみクラブはＹＥＳ献金１

００％達成クラブ賞、交流促進優秀賞（九州７クラブの一

つとして）、Ｙサ・ユース事業優秀賞（震災復興活動に対

し、九州部熊本地区１０クラブの一つとして）をいただきま

した。 

最後には来年の第２０回大会のアピールを壇上から行

い、１年後の熊本での再会を祈念して大会は幕を閉じまし

た。来年の大会のことを考えて熊本地区からも大勢の参

加だったと思います。進行の点からいろいろと意見がある

かもしれませんが、総じてテーマのある、よくまとめられた

大会だったように思いました。大会を運営された実行委員

の方々に敬意を表したいと思います。 

 

西日本区大会 

池澤誠 

第１９回西日本区大会は平成２８年６月２５―２６日大阪

松下ＩＭＰホールで行われ、当クラブからは６名が参加し

ました。個人的には今回西日本区大会に初めて最初から

参加させていただきました。 

バナーセレモニーも初めての経験でした。九州部は一番

後ろで狭いところに座っていましたが、九州部同期会長

の皆様とゆっくりと迎えることができました。 

第１日目のプログラムは東北震災支援ソング「花は咲く」

の合唱から始まり、特別企画として「東日本大震災をあら

ためて考える」として現地におもむいて支援活動に尽力さ

れた熊本ジェーンズクラブの立野泰博ワイズと今年５月

にチャーターされたばかりの石巻広域クラブから清水博

一ワイズが講演されました。 

懇親会ではＤＢＣ締結クラブの席を近くに配置するという

大会側の配慮で、例年以上にＤＢＣ交流を行うことができ

ました。芦屋クラブからは会場で今回の震災に対しての

見舞金をいただきました。 

岩国みなみクラブと 芦屋クラブと 

  

  

  

 

杉野ワイズ還暦お祝い 

  

  

  

 



 

熊本みなみ YMCA 通信 

九州部評議会＆懇親会 

 

編集後記 

池澤ブリテン委員長への引き継ぎをすることができなかった

ため、今回までブリテンを作りました。これで私が作るブリテ

ンは最後です。長い間ありがとうございました。今年度はＥＭ

Ｃ主査＆委員長として、九州部３００名以上を目指してがんば

りますので、宜しくお願い致します。 

                 元ブリテン委員長 木佐貫浩一 

連絡主事 藤川登士郎  

 熊本地震発生から３か月が過ぎました。７月現在も益城町

総合運動公園に約９２０名、御船町スポーツセンターには約

２００名の多くの方々が避難されたままとなっています。その

ような中、熊本 YMCA には 27,601,691 円もの多くの被災支

援募金が集められています。みなみワイズメンズクラブから

も尊い募金を頂きました。心より感謝致します。熊本 YMCA

自体も傷を負いましたが、皆様の支援、勇気づけにより

徐々に元気を取り戻し、夏のプログラムに向けて忙しい日々

を送っています。今年も約 1,500 名の多くの子どもたちが熊

本 YMCA のサマープログラムを楽しみにしています。また、

夏休み前のこの時期に例年どおり水の安全キャンペーン

で、近隣小学校の児童を招いての「みんな泳げる 25 メート

ル」水泳指導、益城町の児童を対象にしたプール開放、そし

て近隣小学校へ出向いての着衣泳指導を行うことができま

した。困難な中でも神様のお守りの中で YMCA 運動が展開

できていることを感謝いたします。 

 

７月２４日（日） YMCA サッカークラブカップサッカー大会 

 ７月２５日（月） YMCA サマープログラム開始 

 ７月２７日（水） 歌声わいわい 

 ８月 ６日（土） 第２回サザンフェスタ実行委員会 

 ８月 ７日（日） みなみ安全の日祈祷会 

 ８月１１日（木）～１４日（日） みなみ YMCA 夏期休館 

 ８月１８日（木） 委員研修会（中央） 

   

 

木佐貫浩一 

７月３日（日）に九州部評議会が開催されました。宮崎九

州部部長の船出の日です。午前中は会長・主査会があり

ました。午後から第１回九州部評議会があり、いくつもの

議題が議論、承認されました。その後、私にとってのメイ

ンイベントのＥＭＣシンポジウムがありました。今回は西

日本区の山藤ＥＭＣ主任に講演をしていただきました。私

は震災後のＥＭＣについて話をしました。評議会終了後

には城彩苑で懇親会があり、みんなで交流を深めまし

た。 

キックオフ例会参加報告 

ＥＭＣ主査＆委員長 木佐貫浩一 

今期は九州部ＥＭＣ主査として、キックオフ例会には可

能な限り出席する予定で、また新入会者の入会式にも

立ち合う予定ですが、今回はまず７月７日に熊本むさし

クラブの来海会長のキックオフ例会に参加しました。感

動講演家の高光りょうすけさまによる卓話でしたが、と

てもいい話でした。むさしクラブに入会予定の坂井さん

も参加されていました。１２日は熊本ジェーンズクラブの

田中会長のキックオフ例会に参加しました。橋本さんの

入会式があり、初めてＥＭＣ主査として立ち合うことがで

きました。みなみクラブでも北條さんの入会式があるの

で、メンバー３００名以上を目指す九州部としては幸先

いいです！！ 

  

  

  

  

  


