
＜７月 キックオフ例会プログラム＞ 
 

日時：７月１９日㈫ 19:30～21:30 受付開始19:00 
 
受付  今井ys 
司会  北條ys 
  
19:30 開会宣言  桑原会長 

 
19:31 会長挨拶        桑原会長 

     
19:35 ハッピーバースデイ＆アニバーサリー 
  
19:40 諸報告 
    ・YMCA報告             丸目ts 
    ・その他諸報告 
 
19:50 会食                 堀ys 
 
20:30 卓話  YMCA総主事 光永 尚生 様 
       テーマ「熊本YMCAの展望について」 
 
21:10 役員・委員長の抱負発表 
 
 
21:28 閉会宣言              桑原会長 

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

2022 

（ 今 月 の 聖 句 ） 
 

＜６月例会報告（第２例会含む）＞  
在籍会員  ２５名    ビジター    
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 熊本ＹＭＣＡみなみセンター ／１９：２０～２１：００ 
□事務局：熊本ＹＭＣＡみなみセンター内／〒862-0962熊本市南区田迎5-12-50／Tel.096-378-9370  

●会長  桑原ys 

●副会長  堀ys、大村ys 

●直前会長  北條y 

●書記   池澤ys 

●ブリテン・広報  内村ys 

●交流    中島ys 

●会計    後藤ys 

●ファンド   杉野ys 

●地域奉仕・Yサ  内村ys 

●ドライバー   宮崎ys 

●EMC    藤本ys 

●ウェルネス   川口ys 

●メネット   寺田ys 

●監査     中村ys 

●担当主事   丸目ys 

●熊本連絡会議担当 桑原ys 

２０２２－２３年度熊本みなみクラブ役員、委員一覧 

2022年度基本聖句 
 
主に望みをおく人は 新たな力を得鷲のよう
に翼を張って上る 
走っても弱ることなく 歩いても疲れない 
 
イザヤ書 40章31節 

□国際会長主題 Y’s Men wjth the World 世界とともにワイズメン／Kim Sanche（韓国）） 

□アジア太平洋地域会長主題 Make a difference beyond the 100th 

100 年を越えて変革しよう／大野勉（神戸ポート） 

□西日本区理事主題 原点を知り将来に生かす Know the origin and utilize it in the future ! 

立ち上がれワイズモットーと共に Stand up Y’s Men with our Motto !／田上正（熊本むさし） 

□九州部部長主題 
“With great love for the little things. And towards the future…” 
小さなことにも大きな愛を込めて。そして未来へ／今村格（熊本） 

◇みなみクラブ会長主題 
“With tolerance enjoyable ys activities” 

寛容さを持ってワイズ活動を楽しもう／桑原純一郎（熊本みなみ） 



会 長 通 信   

 第２１代会長  桑原純一郎 

主  題 

 「寛容さを持って 

ワイズ活動を楽しもう」 

“With tolerance 

enjoyable ys activities” 

  

７月５日 第二例会報告 

熊本みなみワイズメンズクラブ 第２例会議事録 
日 時：２０２２年７月５日（火） １９時３０分～２１時０５分 
場 所：ＹＭＣＡみなみセンター コミュニティルーム 

参加者：（敬称略）北條、桑原、宮崎、堀、藤元、内村、今井、
池澤、中村、杉野、大村 
丸目（記録） 
 
＜議題＞ 
１．６月例会の振り返り 
北條直前会長より 

ゲストの司法修習生吉田さんも楽しかったと感想もあり、良い
引継ぎ例会となった。 
 
２．九州部第 1 回評議会の報告 
九州部部長は熊本クラブ今村格ワイズ 

参加者：桑原会長、堀副会長、北條直前会長、内村Ｙサ主査、
杉野ファンド委員長 

ブログ形式の九州部ＨＰについての更新や再検討が課題であ
がった。 

⇒内容や、誰が主体的に更新などをしていくか以前も課題とし
てあがったが、解決にいたらなかった。 
⇒予算も確保されていたが、課題があるのではないか。 
⇒予算については保留となったようだ。 

⇒ホームページで何を発信していくのか、アイディアはたくさん
あるが、やはり主体的に誰が管理をしていくのかが課題である。 

⇒内村Ｙサ主査からの提案「ＹＭＣＡのビジネス補助金の拠
出」は残念ながら不採用となった。職員の多忙さなど課題はあ
るが、前向きに協議をする雰囲気が必要ではなかったか。 

⇒各クラブ、在籍者数の減少がみられる。在熊クラブで２０名
を超えるクラブは 3 クラ 

ブ（熊本クラブ、ジェーンズクラブ、みなみクラブ）である。高齢
化等も課題である。 
みなみクラブは若い方も在籍し、希望があると思う。 

若い方を入会につなげるには、若い方のアイディアで活動を
推進し、入会につなげていきたい。みなみワイズは年代のバラ
ンスがよいので、モデルクラブとして活動していけるのではな
いか。 
 

⇒お試し、体験制度などを設けてはどうか。ワイズの良さは、
体験しないとわからないと思う。 
⇒第１例会での卓話はもちろん、ビジネス&カルチャー 

⇒様々よい意見が活発に交わされたが、ＥＭＣ委員会でぜひ
協議したい。 
 
３．前期半年報について 

７月４日提出済み。２４名在籍。退会者２名。連絡主事が丸目
へ交代等 
 
４．７月キックオフ例会について 
日時：７月１９日（火）１９：３０～ 
会場：ホテル日航熊本 ＊会場確認は宮崎ワイズ 
卓話：光永総主事「熊本ＹＭＣＡの展望」 
司会：北條ワイズ、受付：今井ワイズ、食前感謝：堀ワイズ 
 
５．例会の運営方針 
①例会の案内方法：グループラインのみで統一 
＊ライン以外の方への連絡は１名ショートメールで送信。 
ドライバー委員より 

これから1年間会長を務めさせていただきます。これを我が人

生最後の会長職として、ワイズ活動の集大成とするべく頑張り

ますので、どうぞ、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 さて、世界のコロナ禍は未だ収束せず、第７波がやってきそ

うな状況です。さらにロシアのウクライナ侵攻は長期化して、こ

れはすでに第３次世界大戦が始まっているという専門家の意

見すら聞かれます。 

確かにウクライナは欧米の代理戦争を行っているようにも見ら

れます。そして中国が虎視眈々と台湾を狙っており、その次は

日本が標的となるでしょう。北からロシアが、西から中国が侵

攻してくる可能性も充分あり得ます。 さらに地球温暖化が加

速し世界的な食糧不足が危惧され、それにウクライナ戦争が

拍車をかけています。「平和」がいかに脆いものであるか思い

知らされました。平和ボケし、食料自給率４０％弱の日本は今

こそ覚醒すべき時ではないでしょうか？ 

 昨日、西日本区大会実行委員会に出席しました。みなみクラ

ブは第一プログラムを、にしクラブと一緒に担当することになり

ました。僕が第一プログラム委員長でにしクラブの岩本会長が

副委員長です。 

今期は大変忙しい期になりそうです。みなみクラブの２０周年

もあります。ＥＭＣ目標は＋６名、毎月がＥＭＣ例会です。今期

は、全員参加をモットーにワイズ活動を楽しみましょう。そして、

ワイズダムとＹＭＣＡに貢献しましょう！ 



６月２１日 第１例会報告 

北條会長最後の例会となり、会長より1年間の様々な行事を

振り返って報告していただきました。懐かしい場面や、大いに
楽しんだ風景画様々な形で映し出されて、メンバー全員北條
会長の労を労う事が出来た会となりました。 

会の中ではビジター参加の吉田勇人さんと共に、毎年みなみ
クラブからみなみセンターへミャンマー支援として贈呈している
支援金の贈呈式や、来期桑原新会長へのクラブバナーの引き
渡し式等を無事に行う事が出来ました。 

編集後記 
 

10年くらい前に流行っていた「金持ち父さ
ん貧乏父さん」という本を思い出しました。 

 
この書はロバート・キヨサキさんという方が
書いたビジネス本で世界で3,000万部以
上の超ベストセラーになったそうです。 

 
 

人にはきっといろんなお金に対する考え方
や優先基準があり、そして様々なそしてそ

れぞれの人生があるのでしょう。 
 
 

カンブリア宮殿 村上龍 編集後記風に・・・ 

②できる限りオンラインでなく、オンサイトで開催していく。 

⇒コロナが増加傾向にあるが、まん延防止等が出ない限りは、
リアル例会を予定したい。 
⇒また近づいたら、リアルかオンラインか判断を随時行う。 
③ＺＯＯＭ対応を毎月準備が必要か。 
⇒完全オンライン例会以外は行わない。 
④ハッピーバースデー&アニバーサリーのプレゼントについて 
⇒現在在庫はある状況。 
 
６．各委員会から 
①ファンド委員会：杉野ワイズ 
リンゴジュースファンド。本日納品されたので、ご協力ください。 
②会計：後藤ワイズ 
⇒監査の実施を確認する。 
③ドライバー委員会 
・８月ビアパーティについて 
日時：８月６日（土）１７：３０～ 
会場：市街地で３か所ほど候補あり。ＢＢＱができるなど。 
下見を計画してはどうか。 

⇒７月１４日（木）１８時３０分より臨時ドライバー委員会として
実施。 
場所：ＪＩＲＯ２６本店。現段階６名で下見予定。 

７月２日 九州部第１回評議会 

１ 日時：２０２２年 ７月 ２日（土） 
２ 日程：12:30～ 会場：熊本ＹＭＣＡ本館 ジェーンズホール 



３．その他 
 
行事予定 

 ５月２７日   熊本ＹＭＣＡ定時会員大会 １８：３０～２０：３
０（オンライン可） 
 
 ６月 ３日   はません美化活動 ８：００～９：００ 
 
 ６月６～１１日 ウォーターセーフティウィーク 
 
 ６月１９日   全国ＹＭＣＡウォーターセーフティDay 

みなみセンター通信 

＞ウクライナ緊急支援募金 

⇒４月末で第１期終了。 

 第２期 ５月１日から８月３１日 ＊別紙参照 

２.みなみセンター諸報告、運営状況について 

５月 事業報告（みなみセンター） 

（１）歌声広場わいわい（１２日 コミュニティールーム ２３名） 

 熊本市内の新型コロナウイルス感染症予防のための対策が

強化される中、地域コミュニティ活動の一環として、感染症対

策実施の下、今月も開催を継続した。新しく参加された方が3

名おられ、うち1名は新町での歌声広場に参加していた方で

あった。4月から参加された方の継続もあり、合計23名の参加

があった。感染症の収束がいまだ見えず、不安な状況が続く

が、そのような時にあってもＹＭＣＡは地域に必要とされる人と

人とのつながりを創出していきたい。 

 

（２）いきいき体操（１９日 フラワーマンション田迎 ５名） 

 サロン活動の一環として行われている毎週木曜日のロコモ

予防を目的とした体操教室、第３木曜日をＹＭＣＡみなみセン

ターが担当させていただいている。マンションの共有スペース

に集まった皆さんと共に、椅子に座っての活動を中心に、レク

リエーション、脳トレ、筋トレと楽しみながら行った。 

 

（３）ＳＤＧｓ食べられる花壇 救荒植物の力 第二弾（６日 年

中児 １５名） 

 大東建託様からの提案で熊本大学薬学部の渡邊高志教授

を講師に迎え、昨年度に引き続き２回目の取り組みとなった。

園児によるカモミールやヨメナの摘み取り体験、カモミール

ティーの試飲、タラヨウの葉に小枝で母の日のお手紙の作成

などを行った。手紙は郵便局の方が持つ郵便バックに一人ひ

とり入れ、郵便バイクを見送った。地域の様々な方との協力の

お陰で、たいへん貴重な経験ができたと保護者にも好評で

あった。 

（１）歌声広場わいわい（１日 コミュニティールーム １９名） 

 熊本市内の新型コロナウイルス感染症予防のための対策が
強化される中、地域コミュニティー活動の一環として、今月も
開催を継続した。前回初めて参加された方全員の参加があり、
「次は知人を誘ってきます」や、「市外からの友人を連れてきて
もいいですか？」という声をいただくことが出来た。今月は、
「雨降り」をテーマに、会場が歌声に包まれた。マスク着用下
での歌声広場ではあるが、参加者はとても楽しんでおられた。 
 

（２）浜線バイパス美化活動（３日 浜線バイパス周辺１６企
業・団体 みなみセンター１０名） 

 みなみセンターが事務局を担っている「はませんボランティ
ア活動」が、感染症の影響で約半年ぶりの活動再開になった。
浜線バイパス周辺の企業・団体と共に清掃活動を行い、たくさ
んのゴミを収集することが出来た。ゴミの量は年々減少してい
るが、企業の方々との挨拶や交流の機会を設けることも目的
としている。地域美化・ＳＤＧｓ推進の一環としての標記活動を、
これからも継続していきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）いきいき体操（１６日 フラワーマンション田迎 ４名） 

 サロン活動の一環として行われている毎週木曜日の体操教
室、第３木曜日をＹＭＣＡみなみセンターが担当させていただ
いている。マンションの共有スペースに集まった皆さんと共に、
椅子に座っての活動を中心に、レクリエーション、脳トレ、筋ト
レと楽しみながら行った。今回はタオルを活用した体操のご紹
介を行った。 
 

（４）地域応援プロジェクト・みんな泳げる２５ｍ運動（１９日 み
なみプール ５７名） 

 全国ＹＭＣＡウォーターセーフティーデイと合わせ、南区地域
の熊本市立田迎西小学校・画図小学校の両校児童を招待し、
特別水泳教室を開催した。対象者は、水が苦手な児童だった
ため、クラス開始当初は緊張している様子であった。クラスが
展開されるにつれ、徐々に笑顔になり、プログラム終了後は、
「とても楽しかった。」「ＹＭＣＡプールは、気持ちよかった。」等
の声を聴くことができた。２５ｍ完泳できた児童は９名（内、
ビート板あり４名）いた。昨年同様、みなみ運営委員会・熊本
みなみワイズメンズクラブ・浜線ボランティア企業の協力・協賛
を得て実施することができ、ＹＭＣＡボランティア運動を促す機
会となった。 

（５）着衣泳体験（８日 みなみセンタープール ４０名） 

 「大切な命を守り育む」をテーマに、紙芝居や着衣での入水
体験を通して子どもたち自身が水辺での活動の注意点につい
て学ぶことが出来た。リーダーによるデモンストレーションでは
ランドセルやペットボトルを使って浮く方法を楽しみながら学び、
意欲的に実践にも取り組むことができていた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（６）花の日プログラム（９日、１０日 ぶどうの木保育室、出仲
間郵便局 ７６名） 

 年長児は歯科の園医である先生へ、年少児は事務所のス
タッフへ、年少少児は内科の園医と給食を届けて頂く業者の
方へ、それぞれ家庭から持ち寄ったお花と手作りのプレゼント
と共に感謝の言葉を贈ることができた。年中児は母の日プロ
グラムでお世話になった郵便局の方にお礼の気持ちを伝えた
いと、コロナ禍ではあったが感染対策を徹底し、出仲間郵便局
までお花を届け、心に残る一日となったようだった。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お知らせ 
サザンフェスタ２０２２準備スタート‼ テーマ：みなみから世界
へつなごう えがおの輪 
２０２２年９月１１日（日）１１：００～１５：００ 
実行委員会：７月１３日(水)終了。第２回８月１７日(水)１９時よ
り 


