
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」  

        ＜８月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ８月２０日（土） １９：００～２１：００ 

  ◇会場 ＣＩＢ 

 

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． 九州部部長挨拶       宮崎九州部部長 

６． ゲスト・ビジター紹介 

７． 諸報告 

８． 入会式  

９． 食前感謝               大村ワイズ 

１０． 乾杯 

１１．ファミリー紹介 

１２．ゲームほか 

１３．終宴    今井会長 

 

＜８月の誕生日＞ 

北條佳代子メネット、大村雅代メネット 

 

        ＜８月の結婚記念日＞ 

               なし 

 

 

（今月の聖句） 

中村邦雄 

 

「一切高ぶることなく、柔和で、寛容の心を持ちなさい」 

エフェソの信徒への手紙４章２節 

 

熊本地震から４か月が経過しました。私の身近な所でも支

援センターを立ち上げて、ボランティアと被災地の方との橋

渡しを行っています。しかし、ここにきて熊本を一歩離れると

熊本地震は過去のものとして忘却の彼方になろうとしている

ように感じます。熱しやすく、冷めやすいのは人の常で責め

られることではありませんが、ボランティア活動をしようとす

るとき、できることを分相応に自分のできる範囲内で素直に

行動に表わすことが継続性を維持するために必要なことだ

と強く感じます。これは若い方に多いのですが、思いが強け

れば強いほど、思い通りに期待に応えられない自分に嫌気

がさすこともあるようです。大切なのは被災者に共感して行

動することに尽きると思います。 

 

☆ 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、委員一覧 
◇会    長  今井正文 
◇副 会 長   麻生伸一・後藤慶次 
◇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   池澤誠 
◇ドライバー   内村忠生、木佐貫浩一、麻生伸一 
   堀隆之、桑原純一郎、中村邦雄 
◇ブリテン広報 池澤誠、後藤慶次、宮崎靖大 
◇ファンド     藤元俊輔、杉野茂人、後藤慶次、宮崎靖大 
◇Ｅ Ｍ Ｃ   木佐貫浩一、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   大村浩士、岡成也、永田雅三 
◇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・池澤 

＜７月例会報告＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター ３名 

出席会員  １９名 メネット  １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  ８６．４％ 出席者合計 ２３名 

 



会 長 通 信   

 ２０１６年８月２日 みなみＹＭＣＡ １９：３０～２１：００ 

 出席 会長：今井 直前会長：ブリテン・広報：池澤 書

記：堀 会計：中村 Ｙサ・地域奉仕・ドライバー：内村 

連絡主事：藤川 杉野 以上 7 名 

 

1. ７月例会の反省 

※入会式も良かったし、全体的に良かった。 

 

2. 他クラブ訪問？ 

※北九州クラブ６０周年記念例会の案内有り。宮崎九

州部長に聞いて他クラブの動静を調べる。 

 

3. 区大会実行委員会の報告  桑原ワイズ、今井 

８月１日 東部ＹＭＣＡ 

※菊池市文化会館にて式典が行われる予定。 

 

4．チャリテｲラン会議 参加？  

８月６日（土）１４：００～１６：００ 中央ＹＭＣＡ 

  ※農業公園カントリーパークにて行われる。 

 

５．みなみＹＭＣＡ清掃・草刈り８月２８日（日）７時 

参加者はまだ未定。 

  ※ＹＭＣＡに刈払い機、レーキを寄贈する。 

  ※軍手、ビニール袋、ほうき、鎌、仮払い機を用意する。 

  ※集合は６：３０ 

  ※Ｙの職員不在中に草刈りを行うので、連絡を密に。 

 

6. リーダー感謝祭について８月１１日（山の日）１９時 麦

菜館(鶴屋駐車場１階) 

※全体で 30 名位？（ユースリーダー＆職員はほとんど

 第 1５代会長  今井正文 
「みんなで繋がり、支え合おう」 
 
暑い日が続きます。皆様お変わりありませんでしょうか？ 

４月の未曾有の大地震から４か月が過ぎました 

まだまだ、大きな爪痕を残している被災地の、時間が過ぎ

ても変わっていない風景を何度も目にしては、災害に遭われ

た方々が正常な生活を取り戻されるよう、１日も早い、復旧・

復興を願わざるをえません。私自身、平穏な生活を続けられ

ていることに感謝しつつ祈っております 

さて、７月のキックオフ例会も過ぎ、他クラブからのいろい

ろな案内が届いておりますので、出来るだけ、他クラブ例会

等に参加しなければと思っております 

なかでも岩国みなみクラブ会長の坂本ワイズから、熊本を訪

問したい旨の連絡をいただきましたので、早速協議して返信

しなければなりません 

さらに、今月はリーダー感謝祭、ファミリービアパーテｲ等を

企画しております 

多くの皆様の参加をお願いいたします 

 

「みなみクラブから熊本を元気に」 

 

８月第２例会報告 

 

６． リーダー感謝祭について８月１１日（山の日）１９時 麦菜

館(鶴屋駐車場１階) 

※全体で 30 名位？（ユースリーダー＆職員はほとんど参

加？） 

 

7. サザンフェスタについて  ９月４日（日） 

※焼きトウモロコシ・パインアイス・たこ焼きを用意。 

たこ焼き機は１４０個用を購入。 

毎年の事で必要との事から。 

たこ焼き機：￥４５，０３６  

たこ焼き道具・のぼり旗等：￥２１，２３９ 

合計￥６６，２７５ 

  パインアイスは藤元ワイズに依頼。（前回と同じ） 

 

8. ドライバー委員会 内村ドライバー委員長 

８月ファミリービアパーテイ例会 ８月２０日（土）１９時３

０分 ＣＩＢ 

宮崎九州部部長 公式訪問 

９月ＥＭＣ例会 

他 

※８／１０(火)ドライバー委員会 その時に決定。 

 

9. ファンド委員会 

  リンゴジュース 

  ※既に注文した１２０ケースは売り切れたのでさらに 

５０ケースを追加注文 

 

10. その他 報告事 

※９／１８：九州部合同メネット会が開かれるので、対応

を検討。 

※国際ＳＴＥＰの件 

※キョーサレン（福島ワイズ）の件 

 

 

 

7 月今井会長キックオフ例会 

 
内村忠生 

今年度のみなみクラブを引っ張っていく大役を引き受けてくだ

さった今井会長のキックオフ例会が始まりました。 

今年度のみなみクラブを引っ張っていく大役を引き受けてくだ

さった今井会長のキックオフ例会が始まりました。本日は、ビ

ジターを経て満を辞したタイミングで、北條さんが入会される

と共に、今期の西日本区９３クラブを率いて新クラブの創設

や会員増強を荷う、にしクラブの岩本理事や同じく西日本区

よりメネット事業主任として、各クラブのメネットの活躍を率い

る、にしクラブの亀浦メネット事業主任、そして九州部としてク

ラブ間の交流をつかさどる田畑九州部国際交流事業主査に

お出で頂きました。 

みなみクラブメンバーの交流を通じて信頼関係を高めより楽

しいクラブとして新たなメンバーを迎えられるような意気込み

をお話頂きました。また、岩本理事からは会員増強を主題と

置き、西日本区の中で新たなクラブの創設、メンバーの増強

を積極的に進めていく趣旨のお話の後に、亀浦メネット事業

主任からは、西日本区の中でメネットの重要性や今期の活

動内容が説明され、みなみクラブとしても新しい今井メネット

会長との顔合せが今後の活動に期待を抱かせるものであっ

たようです。 

 

クラブ増強そして会員増強に関しては、我がみなみクラブの

木佐貫ＥＭＣ委員長が、九州部のＥＭＣ事業主査という重責



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

内村忠生 

「熊本地震で疲れた心と体を癒して、私たちの熊本ＹＭＣＡ

の復興を目指そう」と題して、夏の暑い日８月１２日に、ＹＭ

ＣＡみなみセンターのスタッフ、リーダーの感謝祭を開催い

たしました。 

主催は熊本みなみワイズメンズクラブ、みなみセンター運

営委員で、みなみセンターのスタッフ、リーダー合わせて２

７名の参加で、運営委員会副委員長の岩永さ んの挨拶、

福島熊本ＹＭＣＡ会長の乾杯の音頭で始まり、感謝祭の中

では藤川連絡主事よりＹＭＣＡスタッフ・リーダーの紹介や

ユースリーダー５名による、 ＹＹクイズや、勇士参加のＹＹ

腕相撲大会、そしてベストオブリーダーの表彰があり、最後

に今回の地震で被災したスタッフ・リーダーへの見舞金を

贈呈し、岡総主事の挨拶で盛会のうちに終了いたしまし

た。 

リーダー感謝会 

 

岩本西日本区理事 

 

クラブ増強そして会員増強に関しては、我がみなみクラブの

木佐貫ＥＭＣ委員長が、九州部のＥＭＣ事業主査という重責

を担われることから、みなみクラブの今期は、新しいメンバー

が増える期待を十分に感じつつ、今期のキャビネット委員長

からの挨拶も加わり充実した一年間が楽しみなキックオフ例

会でした。 

、新しいメンバーが増える期待を十分に感じつつ、今期のキ

ャビネット委員長からの挨拶も加わり充実した一年間が楽し

みなキックオフ例会でした。 

 

 

亀浦メネット事業主任 

 

今井会長挨拶 

 

新入会員 北條ワイズ 

 

入会式式文 朗読・宣誓 

 

署名 

 

立会人との記念撮影 

 

全員握手 

 

ミャンマー支援金贈呈 

 

新キャビネット紹介 

 

乾杯 

 

スタッフ紹介 

 

ベストオブリーダー 

レモンリーダー 

 

見舞金贈呈 

桑原純一郎 

８月１日に東部ＹＭＣＡで開催された委員会では、 大会会

場の変更、アピール隊派遣、予算編成などが検討され、各

プログラム委員会 からの報告が行われました。  

 

１）会場変更について  

  入佐実行委員長が、地元の菊池市文化会館に尋ねて

みたところ、地震による 傷みもなく予約もできるとのこと

で、理事とも相談の上、ここに予約を入れたそうです。 大

会会場は決まりました。前夜祭も菊池温泉・笹乃屋になり

ましたので、前夜祭は宴会と 温泉で楽しめそうです。  

 

２）送迎について  

 そうなると懇親会会場のホテル日航への移動が大変で

す。 ６月９日（金）熊本駅・空港から笹乃屋まで、６月１０日

（土）熊本駅・空港から 菊池文化会館までと、大会終了後

第１０回区大会実行委員会報告 



 

 

熊本みなみ YMCA 通信 

第１回熊本連絡会議 

 

 

編集後記 

２０１６-１７年度熊本みなみワイズメンズクラブブリテン委員

長をさせていただくことになりました。やってみると色々大変

なことがわかり、これまでのブリテン委員長に頭が下がる思

いです。とりあえず、今月は空いたスペースの分を熊本連絡

会議抄録を掲載してみましたが、内容はかなり割愛しました。

詳細は各自ご確認いただければと思います。 

                    ブリテン委員長 池澤 誠 

連絡主事 藤川登士郎  

８月７日（日）にみなみＹＭＣＡ安全の日祈祷会が執り行

われました。今年は日本福音ルーテル大江教会の立野牧

師に奨励を頂きました。この祈祷会を始めて７年が経過しま

した。命の尊さとその命を守る責任を深く覚える機会を与え

てくださった神様に感謝するとともに、あらためて気を引き締

めて夏のプログラムの後半に臨みたいと思います。 

８月は大きなうれしい出来事が２つありました。１つ目は、

みなみワイズメンズクラブより草刈り機、レーキ、軍手等の

美化用品の寄贈を頂きました。２つ目は、８月１１日（山の

日）にはみなみＹＭＣＡリーダー・スタッフ感謝祭を開催、み

なみＹＭＣＡ全スタッフ・リーダーを対象に招待を頂きまし

た。会の中で、自宅が被災したリーダー・スタッフに対しみな

みワイズよりお見舞金が寄与されました。また、楽しいレクリ

エーションも用意されワイズ、委員、リーダー・スタッフがひと

つとなることができました。 

 最近、震災以来よく、この聖句がわたしの心の中にうかび

ます。それは伝道書３：１１「神のなさることは、すべて時に

かなって美しい」という言葉です。震災はひどく辛く、悲しい

出来事でした。でも神様は私たちの心に寄り添い、小さな奇

跡をおこしてくださっていることを感じます。９月４日（日）に

は第１３回サザンフェスタが開催されます。今回は熊本地震

復興をテーマに行います。このお祭りが多くの方々によって

支えられ、地域の方々を励まし復興へのはずみとなります

ようお祈りします。 

 

 ８月 ７日（日） みなみ安全の日祈祷会 

 ８月１０日（木）～１１日（金）全国ＹＭＣＡ水泳大会（広島） 

 ８月１１日（祝） みなみＹＭＣＡリーダー・スタッフ感謝祭 

 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） 

 ９月 ４日（日） サザンフェスタ 

 ９月１１日（日） サザンフェスタ感謝祭 

 ９月１４日（水） みなみ運営委員会 

 

2016－2017 年度 第 1 回熊本連絡会議議事録 抄録 

日時：2016 年 7 月 26 日（火）19:00～21:00 

場所：東部ＹＭＣＡ 出席者： 23 名 

＜プログラム＞ 

１．議長挨拶   亀浦正行議長 

２．連絡会議スケジュール 

・今年度のスケジュールを以下の日程とし、隔月の第 4

火曜日とする。 

第 1 回 7 月 26 日（火）             東部ＹＭＣＡ  

第 2 回 9 月 27 日（火）ＹＭＣＡとの交流会  中央ＹＭＣＡ 

第 3 回 11 月 29 日（火） 主として区大会   東部ＹＭＣＡ 

第 4 回 1 月 24 日（火） 同上         東部ＹＭＣＡ 

第 5 回 3 月 28 日（火）ＹＭＣＡとの交流会  中央ＹＭＣＡ 

第 6 回 5 月 30 日（火） 次期の方針と計画 東部ＹＭＣＡ 

３．議事 

1 号議案 2015-2016 第６回熊本連絡会議 議事録承認 

2 号議案 2015－2016 年度収支決算報告    

3 号議案 2016 年きょうされん全国大会 ㏌ くまもと大

会への協力依頼について 

提案者 熊本スピリッツクラブ 福島貴志 氏 

① 協賛広告のお願い 

各ワイズにて協賛広告の検討をお願いしたい 

② ボランティアのお願い 

開催日程 22 日 駅から会場までの案愛ボランティ 50 名 

    23 日 仲間観光（阿蘇牧場、三角、熊本城） 

    2～3名のグループの見守り・付き添い  50名 

・原稿も含めて、8 月 31 日まででお願いしたい。 

承 認 

５．連絡・報告事項 

１）九州部より 

・九州部合同メネット会について 

 九州メネットアワーの代わりになるものとして開催する。 

 

２）チャリティーランについて  報告者  大塚永幸部長

（代理：加藤泰文職員） 

 ・第 1 回実行委員会を 8 月 6 日（土）14:00～16:00 

 ・主催共催：ワイズメンズクラブ国際協会 

 ・チャリティー駅伝の代わりとなるもものとして実施。 

 ・目標を 100 チームとして実施。各クラブ 2 チームを目標

に、検討していただきたい。 

 ・九州部として協賛広告をお願いしたい。 

以下省略 

 

２）送迎について  

  そうなると懇親会会場のホテル日航への移動が大変

です。 ６月９日（金）熊本駅・空港から笹乃屋まで、６月１

０日（土）熊本駅・空港から 菊池文化会館までと、大会終

了後のホテル日航への移動に貸し切りバスを 利用する

ことになりました。予算として６３万円が計上されます。 

  

３）大会２日目について  

  当然、２日目はホテル日航で行うことになります。婚礼

予約が入っているそうで １１：００までに終了しなければ

ならず、あわただしいプログラムになりそうです。 １日目

の大会も、日航まで１時間以上の移動時間をとらないと

いけないので、 第１プログラムもかなり凝縮した内容に

ならざるを得ません。  

４）アピール隊、予算編成について  

  アピール隊をにしクラブが中心になり、各部会を回る

そうです。 予算は各プログラム委員会から提出して、９

月末までに決める予定です。  

 

みなみクラブ担当の第１プログラム委員会は、８月１９日

（金）１９：３０中央ＹＭＣＡで 開かれますので、委員以外

の方も是非ご参加ください。  


