
Affilated with the international assosiation of  
Y's Men's clubs the service club to the YMCA,   

2018 

□国際会長主題    ： 「ともに光の中を歩こう」 “Let us us walk in the Light-together” 
□アジア太平洋地域会長主題    ：  「ワイズ運動を尊重しよう 」   “ Respect Y’s Movement”  

□西日本区理事主題 ： 未来に残すべきものを守り育てる  
“Let’s Proted and Cultivate What Should Be Passed on to the Future” 

□九州部長主題    ： 「多様な活動で各クラブの充実と活性化を！～健康なクラブが九州の元気を作る」 
”Enhancement and activation of each clubs throw interesting various activities. ～Healthy Clubs make Happy and Strong 

Kyushu Region.” 
☆熊本みなみクラブ会長主題： 「成長」  Growth of members grows their own 

        ＜７月例会プログラム＞ 
◇日時  ７月１7日１９：３０～２１：３０ 受付開始１９：００    
◇会場 ホテル日航熊本 
   
司会：【大村ys】 
 
１９：３０ 開会宣言・点鐘 藤元会長 

 ワイズソング「いざたて」        
 全員 

１９：３５ 会長挨拶          藤元会長 
１９：４０ ゲスト・ビジター紹介 
１９：４５ ハッピーバースデー・アニバーサリー 
 ハッピーバースデー  ７/４村上博   
      ７/６ 堀隆之 
 アニバーサリー    
１９：５０ 諸報告 
 ファンド案内        今井ys 
 熊本みなみＹＭＣＡ便り 木村連絡主事 
２０：００ 食前感謝  桑原ys 
 
 食事 
 
２０：３０    バナー引き継ぎ式  
２０：３５    キックオフ例会 
         今期の方針、展望など  藤元会長 
         今期各委員からの挨拶  各委員 
２１：２５  なごりはつきねど    全員 
２１：２８  閉会点鐘        藤元会長 

 

（今月の聖句）                    木村 成寿 
 

「すべて重荷を負いて苦労している者は、わたしのもとにきな
さい。あなたがたを休ませてあげよう。」 
 
マタイによる福音書11章28節 

「お互いの重荷を負うためには、自分自身の重荷を担うこと

から」という話を聞いたことがあります。「それぞれ（each）」が、

「他（other）」でありつつもそれを合わせ合うときに「お互い

（each other）」という関係が生まれるというのです。人に目を

向けるためには、まず自分自身のあり方を徹底的に見つめ

直すことからはじめていきたいと思います。私たちが辛い時に

は、きっとイエスが共に歩み、重荷を共に負ってくださることで

しょう。 

 先日の西日本豪雨災害により被害に遭われた皆さまの上

に、神様の豊かな祝福と癒しがありますようにお祈りいたしま

す。 

２０１８－１９年度熊本みなみクラブ役員、委員一覧 
 

・会 長 藤元ys 
・副 会  長 宮崎ys、小水流ys 
・書 記 北條ys 
・会 計 宮崎睦美ys 
・ドライバー 橋本ys 
・ブリテン 内村ys 
・広報  内村ys 
・ファンド 今井ys 
・Ｅ Ｍ Ｃ  後藤ys 
・地域奉仕 中村ys 
・YMCA サービス  中村ys 
・交 流 桑原ys 
・ウエルネス 中島ys 
・メール  内村ys 
・監 査 村上ys 
・連絡主事 木村館長 

＜６月例会報告（第２例会含む）＞  
在籍会員  ２３名     ビジター ０名  
出席会員  １４名     メネット  ０名  
広義会員  なし       コメット  ０名  
ゲスト    １名       みなみＹ招待 ３名  
出席率  ６９．５％     出席者合計 １６名 
（メイクアップ ２名）  

☆ 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   ／ １ ９ ： ２ ０ ～ ２ １ ： ０ ０ 
   □事務局：みなみＹＭＣＡ内／〒862-0962熊本市南区田迎5-12-50／Tel.096-378-9370  



会 長 通 信   

 第1７代会長  藤元俊輔 

 

「成長」 

 

 

 

 激しく降り続いた雨が止み、一転とても暑い日々が続

いておりますが皆さんお変わり無いでしょうか？ 

 西日本豪雨にて被災され亡くなられた方々、お怪我さ

れた方、そのご家族、また避難所生活を余儀なくされ不

便をなされている方々、心よりお見舞い申し上げます。 

 この度みなみクラブ第17代会長として後藤直前会長の

後を受け、皆さんにご挨拶をさせてもらう事となりまし

た。 

 私が入会してちょうど４年になりますが、この度、会

長という大役をおおせつかり、誠に恐縮でありがたい思

いと、とにかく頑張らねばという思いでいっぱいです。

今期、私の会長主題は「成長」とさせていただきました。

この一年、自分自身会長として、ワイズメンとして、そ

して一人の人間として成長し、また、微力ながらクラブ

全体の成長を目指してゆく事が出来る様に努力して行き

たいと思います。まずは皆様へ、色々とわからない事も

多くご迷惑お掛けする事も多々あると思いますが1年間ご

指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。 

７月第２例会報告 

 

２ ７月例会（キックオフ例会） 

  日時 ７月１７日（火）午後７時３０分～午後９時３０分 

  場所 ホテル日航熊本 

  司会 大村 食前感謝 桑原  

  受付 宮崎睦美（×なら内村）  

• バナー引継ぎ（前回例会の積み残し） 

• 新会長所信表明 ２０分程度（パワーポイントを使

うかは検討） 

• ゲスト（他クラブの会長等）の紹介・一言 

• 各委員長の抱負などコメント 

• その他メンバーから１年間の抱負など一言（時間

があれば） 

• 他クラブの会長等の参加を促すべく、藤元会長あ

るいは橋本ドライバー委員長がワイズパルにて出

席を募る。 

 ３ ８月例会（ビアパーティー例会） 

  ８月２６日（日）午後５時～ オーデン２階にて開催予定 

 ４ リンゴジュースファンドについて 

  １２０ケース発注済み 

 ５ 熊本連絡会議の報告 

  今回は特になし 

 ６ ＹＭＣＡからの連絡・報告    

• サザンフェスタ ９月９日（日）開催予定 

• みなみクラブは焼きトウモロコシとパインアイスを

出す予定。  

• トウモロコシは茹でたトウモロコシを１本１００円で

２００本入荷し、１本１５０円で売る予定。 

• パインアイスも１本１５０円で２００個売る予定。 

• ワイズデー（サッカー観戦  ９月３０日 １口３００

０円 観戦チケットとマフラーのセット）   

  

７ 第１回九州部評議会について 

  ７月２２日 中央センターにて開催予定 

  

８ その他 

• アニバーサリーのギフトは今後何にするか？ 

• みなみクラブのマーク入りエコバッグなどがよいの

ではないか。 

• 追ってデザイン等について検討する。 

• ７月例会には間に合わないので、とりあえずコー

ヒー豆（この点は橋本ワイズにお任せする。コー

ヒー、紅茶、その他何でも） 

開催日 平成３０年７月３日（火）午後７時３０分～午後９時 

場 所 熊本ＹＭＣＡみなみセンター 会議室 

出 席 藤元、池澤、堀、内村、杉野、大村、橋本、中村、今井、

北條、木村 

   （敬称略） 

１ ６月例会（後藤会長振り返り例会）の感想・反省点等 

• １年間を一貫したテーマのもと例会を開催したこと

は画期的であり、とてもよかった。 

• バナー、役員バッジがそろっていなかったのが改

善点 

• 新旧役員がそろわなかったのが残念、来年は全

員の参加を目指したい。 



後藤直前会長の一年間の活動を振り返り、昨年の７月か

らスタートした、地域包括ケアに携わる方々のお話を思

い返してみました。9月エンディングノートの書き方、10

月ケアマネの仕事と役割、11月、後藤会長による在宅医

療の仕事、1月宮崎睦美ysによるグリーフケアのお話、2月

ささえりあ（地域包括支援センター）の役割、3月熊本ク

ラブの堤ysによる夢ネットはちどりの仕事、4月調剤薬局

の役割と地域ケアというテーマに沿った卓話で私たちメ

ンバーも多くのことを学んだ一年でした。 

 

７月第２例会報告 

サザンフェスタ準備委員会報告 

他にも中央ＹＭＣＡ運営委員会は「鶏のもも焼き」、上通ＹＭＣＡ

運営委員会からは「うどん」を出品し、１１時３０分からの開始

には各店舗に行列ができる大賑わいとなり「鶏のもも焼き」も

「うどん」も１００食を早々に完配し、13時過ぎにはみなみクラブ

も１５０食を完配することができましたが、いつものように焼き

手、詰め手、売り手と手を休めることなく3時間の真剣勝負を乗

り切って、全員大満足の結果となりました。 

 

   

 

 



みなみ運営委員会報告 

報告 

１．常議委員会報告 

 1)定期プログラム参加者  8684名 

 2)講習会参加者数 38255名 

 3)会員数  1033名 

 4)委員数  126名 

 5)講師数  268名 

 6)職員数  284名 

２．熊本ＹＭＣＡ全体・みなみセンター報告 

 1)2018/06/08浜線ボランティア報告 

 2)2018/06/07ぶどうの木幼児園 

                    花の日プログラム報告 

 3)2018/6/27歌声わいわい実施報告 

 4)2018/6/27さくらんぼクラブ 

                    親子体操実施報告 

 5)2018/6/27キリスト教理念入門講座報告 

 6)2018/6/30サザンフェスタ実行委員会報告 

 

協議 

１．地域支えあい運動３か年計画遂行状況の確認について 

  （２０１８年度計画、西ブロック合同委員会報告） 

２．サザンフェスタ２０１８について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡主事 木村成寿 

 熊本ＹＭＣＡとして、今回の西日本豪雨災害の支援とし

て、7月15日 上通りアーケード入口ピプレス広場にて緊

急街頭募金 ＹＭＣＡプジティブネット募金を行いまし

た。とても暑い中でご参加いただきました皆様は大変お

疲れ様でした。今後も被災地のＹＭＣＡと連携し熊本地

震に応援に駆け付けてくれたお礼の心で被災地の支援を

進めてゆきたいと思います。ワイズメンズクラブの皆様

にもご支援どうぞよろしくお願いいたします。 

０７／１８  歌声広場わいわい 

０７／１９  常議委員会 

０７／２０  夏プログラムバスミーティング 

０７／２９  上通りチャリティー市場 

 

熊本みなみYMCA通信 

熊本みなみ
スタッフ 
紹介 

相嶋千尋さん 
みなみクラブの中村ｙｓにもご

参加いただき、今月の七夕を

前に、みなみセンターぶどう

のき幼児園の子供たちが御

船町の仮設団地をおとずれて

住民の皆さんと共に七夕飾り

つくりを楽しみました。 


