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□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」  

        ＜９月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ９月２０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            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． ハッピーバースデー・アニバーサリー 

７． 諸報告 

８． 食前感謝               宮崎ワイズ 

９． 食事 

１０．ＥＭＣ みなみクラブ拡大と発展について 

１１．なごりはつきねど      全員 

１２．閉会点鐘    今井会長 

 

＜９月の誕生日＞ 

9/8 今井政文ワイズ、9/13 寺田健一メネット 

 

＜９月の結婚記念日＞ 

9/15 麻生伸一ワイズ・雅子メネット 

9/16 中島修子ワイズ、裕二メネット 

 

（今月の聖句） 

岡 成也 

 

「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」 

コリント信徒への手紙 一 １５章５８節 

 

震災から 5 か月、まだまだ困難な中におられる人々のことを

思うと心が痛みます。復興への道のりは遠くとも、ＹＭＣＡと

共に歩んでいきたいものです。 

 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。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。 

 

☆ 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 

＜８月例会報告＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター ６名 

出席会員  １４名 メネット  １名 

広義会員  なし コメット  ３名 

ゲスト    ０名 みなみＹ招待０名 

出席率  ６３．６％ 出席者合計 ２４名 

 



会 長 通 信   

 ２０１６年９月６日 みなみＹＭＣＡ １９：３０～２０：３０ 

 出席者 会長：今井 直前会長・ブリテン・広報：池澤 

書記：堀 会計：中村 ドライバー・Ｙサ・地域奉仕：内村 

交流：桑原 監査：村上 ウェルネス：大村 連絡主事：

藤川 杉野 以上 9 名 

 

１． ８月１１日 リーダー感謝祭の反省 

※全体的にとても良かったが、席替えをしてもっと交流

が深くなればよかった。 

 

２． ８月２０日 ファミリービア例会の反省 

※盛り沢山のゲームがあって良かったが準備がうまく

いってなくて、清算の時いろいろあって結果赤字になっ

た。 

３． ８月２８日 みなみＹＭＣＡ清掃・草刈り 

 

４． ９月４日 サザンフェスタの反省 

※当日、台風の影響で開催が危ぶまれたが、なんとか

実行。店を減らして対応したが、以外に客が多く １０：

３０～１５：００までトイレにも行けないほど忙しかった。 

初挑戦の「たこ焼き」は初め鉄板に油がなじまず、苦

戦したが徐々にうまくいくようになった。 

（売上げ） 

パインアイス  ； ￥２３、０５０ 

焼きとうもろこし： ￥５０，０００ 

たこ焼き    ； ￥５９，７００ 

焼きそば    ：￥１５２，９８０ 

「たこ焼き」は売上額では２番目だったが、原価率では

約４０％でダントツ一番だった。 

 

５． ８月２６日他クラブ訪問  ジェーンズ・ひがし・八代クラ

ブ３クラブ合同例会 木佐貫、北條、今井  

※当日、「ひがしクラブ」に入会者があった。約１００人の

参加者。 

 

６． 区大会実行委員会の報告   

 第 1５代会長  今井正文 
「みんなで繋がり、支え合おう」 
 
猛暑の夏が過ぎつつ、朝夕秋の気配を感じる季節となりまし

た皆様、如何お過ごしでしょうか？ 

８月は、リーダー感謝祭、ファミリービア例会、９月に入りサ

ザンフェスタ等、行事が目白押しでした 

特にサザンフェスタでは、台風の影響が危ぶまれる中、パイ

ンアイス、焼きトウモロコシ、たこ焼きにいたっては最初苦戦

しながら、皆様無言・汗だくで、食事も取らずに頑張っていた

だき、売り上げに大きく貢献していただきました 

参加していただいたメンバーの皆様、たいへんお疲れ様でし

た今年は、木佐貫九州部ＥＭＣ事業主査のもと、ＥＭＣ事業・

会員増強に力を入れたいと思っております 

９月例会は、ＥＭＣ例会を予定しておりますので、多くの 

会員のご参加・ご協力をよろしくお願いいたします 

 

９月第２例会報告 

６． 区大会実行委員会の報告   

９月２日 東部ＹＭＣＡ     桑原ワイズ、今井 

※各委員会から予算を出して検討された。9 月の実行委

員会で確定予定。 

第３回第１プログラム委員会開催日は 9 月１６日（金） 

 

７．  ドライバー委員会 内村ドライバー委員長 

９月 ＥＭＣ例会   １０月 琴例会 

※9 月は木佐貫 EMC 主査と話し合って決める。司会は

大村ワイズ。 

 １０月は４月予定者だった方に依頼。 

 

８． ファンド委員会 

  リンゴジュースの件 

  ※追加５０ケースの内、残りは２０ケース位。 

  ジャガイモ発注 

  ※去年と同じジャガイモ１３０個ケース、かぼちゃ８０ケー

ス注文予定。締め切りは９月９日（金） 

  ※その後、集配を同時にする熊本クラブから連絡あり。 

１０月３０日に決定とのはなし。 

今年は台風の影響などで少しでも遅いほうが「乾燥」

が進むからとの理由。 

 

９． その他  

 

岩国クラブ交流 坂本会長 ９月６日まで返事（できれば） 

※会長より、西中国部部会などでの交流を打診予定。 

 ９月１８日「第１回九州部合同メネット会」参加 

  ※池澤直前会長が参加予定。 

 １０月２日「３５回九州部部会」参加 ９月８日まで出欠提出 

クラブバナー持参 

  ※参加者：岡、木佐貫、内村、中村、桑原、池澤、以上６

名予定 

１２月１８日ＹＭＣＡチャリテーラン 

 

※ブリテン送付に関して内村ワイズに切手代を請求する

ように依頼。 

 

 

 

８月サマービアパーティ例会 

 

内村忠生 

 

今年の夏は、「暑い」「熱い」「篤い」と三拍子がそろった。格

別な夏の感じがします。 

 

熊本震災から早くも４か月が経過し、公私ともに超～忙しい

皆様が冷たいビールで乾杯し夏の世の涼しいひと時を過ご

そうとご参加くださり、今期九州部部長の宮崎ワイズから激

励をいただきスタートしたパーティーは、おいしい料理と楽し

い会話が手伝って、ハイペースで宵の口へと進んでまいりま

す。 

 

パーティ後半では、楽しいゲームも始まり多くのご参加の皆

様がワイワイガヤガヤとゲームに参加する人、ゲームを応援

する人と混在となって場を盛り上げ、震災疲れをほんの少し

ですが癒すことのできたサマービアパーティーの開催となり

ました。 

 



 

 

田中ジェーンズクラブ会長 

 

 

 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

内村忠生 

台風１２号の九州接近で、開催が危ぶまれたサザンフェス

タも屋内の開催することが決定し、みなみクラブでは今回

のサザンフェスタで、いつも大人気で売り切れとなるパイン

アイスに加えて、はじめてとなるたこ焼きと焼きとうもろこし

の販売を行いました。 

台風接近で来場者の数も気になるところでしたが、多くの

来場者でごった返す売り場の前では、私たちのたこ焼きや

焼きそばに長い行列もでき、焼き上がりをまつ お客さんの

目を気にしながら参加した全員が、開始から終了となる１５

時過ぎまで、食事はおろか飲料水も満足に飲めないほど、

熱い鉄板や炭の前で汗だくとな りながら、商品を黙々と提

供し続けて、みなみクラブサザンフェスタ参加開始以降、最

大の売上実績を上げることができました。 

たこ焼き  ２００パック、焼きトウモロコシ ２００本、パイン

アイス １６０本、全て完売でトータル１３万４０００円あまり

の売上となったのでした。今回のたこ焼き 販売の為に、フ

ァンドにより購入したたこ焼きや機器は、今年を皮切りに来

年以降も大きな売上と収益をＹＭＣＡにもたらしてくれること

が、約束された第一回 目のサザンフェスタとなりました。 

今回たこ焼きと、焼きトウモロコシの作業を行ったメンバー

も、販売開始直後は若干の戸惑いもありましたが、時間が

発つにつれて、その手際は見る見るうちに上達し、いつで

も本職として転職できるような見事な手さばきを披露してく

れたのでした。 

 

サザンフェスタ 

 

今井会長挨拶 

 

宮崎九州部部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジェーンズ・八代・ひがしクラブ 

合同ビアパーティ 

木佐貫浩一 

８月２６日にジェーンズ・八代・ひがし３クラブ合同納涼例会

がセカンドサイトでありました。熊本みなみクラブからは、今

井会長、北條ワイズ、と私が参加しました。ベトナムやカナ

ダからの留学生やＹＭＣＡスタッフらも参加していました。こ

の日は熊本ひがしクラブの伊藤七海ワイズの入会式があ

り、岩本西日本区理事、宮崎九州部部長とＥＭＣ主査の私

が立ち合いました。７月入会の北條ワイズも前に出て、岩

本西日本区理事からお祝いの品物をプレゼントされていま

した。７月以降４名の新しい仲間が増えたことになります。

アトラクションではジェーンズクラブの金澤ワイズと小川ワ

イズの音楽演奏やビール早飲みなどお楽しみゲーム大会

などがありとても盛り上がりました。 

 

 



 

 

熊本みなみ YMCA 通信 

第１１回区大会実行委員会報告 

 

編集後記 

今月のブリテンは連休の関係もあり、締め切りが早くなりまし

た。平日に時間を作ってブリテンを作ることになり、みなさま

にも原稿を通常よりかなり早くお願いすることになりました。ご

協力いただいた皆様に感謝申し上げます。皆様のご協力の

おかげで、なんとかブリテンを作成することができました。あり

がとうございました。 

 

                    ブリテン委員長 池澤 誠 

連絡主事 藤川登士郎  

 ９月３日（土）台風が迫っていました。予想進路は熊本の西

側。サザンフェスタを中止すべきか決行するかみなみスタッ

フは悩みました。でも子どもたちの安全が第一なので残念な

がら苦汁の思いで、せっかく招致していた、全国高校ダンス

大会で優勝した鎭西高校ダンス部のステージ、そしてみな

みＹＭＣＡのＨＩＰＨＯＰ、ぶどうの木幼児園、こども英語ステ

ージは中止としました。残りをどうするか。せっかく今まで準

備したことを無駄にしたくない。でも安全は一番に優先すべ

き・・・・。最終決断は午後６時。みんなで考えに考えて、館内

で縮小して実施と決断しました。理由は台風が次第に勢力

を弱めていること、規模が小さいこと、上陸の確立が低いこ

とでした。でも相手が自然なので最後までわかりません。あ

る意味“賭け”でした。 

 ９月４日（日）の朝。思ったよりも静かでした。台風の前の

静けさなのか。実施したとしても来場者は少ないか多いかの

どちらかだろう・・・・。今村会長はじめみなみワイズの方々か

らご心配のお電話を頂きました。「やります！」と答えると堀

ワイズ、内村ワイズは「えっ！(゜o゜)やるの？」とびっくりされ

ました。 

 結果は、過去６年間で最高の収益の 594,547 円！これまで

のサザンフェスタの中で２番目に多い収益をあげることがで

きました。  

みなみワイズの皆様が一生懸命にひたすらにつくられる

たこ焼は「絶品！」と大好評でした。もしみなみワイズの 

出店がなかったら本当に味気ないサザンフェスタになってい

たことでしょう。 

 今年のようにワイズのおはたらきに感謝する年はありませ

ん。みなみワイズの皆様と共にはたらけることにただ、ただ

感謝です。 どうやら“本格たこ焼”はこれから定番になりそ

うです。 

 

  ９月１３日（火） 出水南中学校ナイストライ受け入れ 

  ～１５日（木） 

  ９月１４日（水） みなみＹＭＣＡ運営委員会 

  ９月２２日（祝） 苦手克服チャレンジプログラム 

（幼小ウエルネス） 

  ９月２７日（火） 出水中ナイストライ受け入れ  

～29 日（木） 

 １０月 ２日（日） ぶどうの木幼児園運動会 

（中央体育館） 

 桑原純一郎 

・各委員会から予算案が提出されて検討されました。 

・参加人数は７５０名で予算をたてることになります。 

  大会登録費は、２００００～２２０００円の予定。 

 ちなみに、前回の熊本大会では、収入合計１５００万円

と支出が１１００万円の大幅な黒字になり、様々な事業に 

活用されました。 

 しかし来年は会場が菊池なので送迎バス費用が 

かなりの金額になることが予想されるので、会場の装飾

を質素にするなどして節約し、送迎費用に回す方針で

す。 

・第１プログラム企画委員会は、タイムスケジュール案を

提出しましたが、分刻みのかなりタイトな感じです。 

 また次回までに司会者を誰にするか決めなければ 

ならなくなりました。 

 クラブメンバーでやってみたいと思う方は、今井会長か 

桑原までご連絡ください。 

・予算書は来月にもう一度、審議されて決定されることに

なります。 

以上 

 

内村忠生 

前日は、雨の予想が出ていて実施が危ぶまれましたが、

午前中は大降りにはならないだろうと言う事で、サザンフ

ェスタ開催の前準備として本日、みなみセンターの駐車

場一帯の草刈をみなみクラブメンバーの参加で実施いた

しました。 

参加者の中には、村上ｙｓがお連れ頂いた 2 名のインター

ン生も朝早くから草刈に精一杯せいを出していただけま

した。 

 

みなみセンター草刈奉仕作業 

 


