
＜８月 ZOOM例会プログラム＞ 
 

日時：8月１6日㈫ 19:30～20:30 接続開始19:15 
 
  
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 
 
 
20:30 会員卓話 中村ワイズ、大村ワイズ、北條ワイズ 
 
 
 
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 ） 
 

＜７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” 

  

８月２日 第二例会報告 

日 時：２０２２年８月２日（火） １９時３０分～２１時００分 
場 所：ＹＭＣＡみなみセンター コミュニティルーム＆ＺＯＯＭ 

参加者：（敬称略）桑原、堀、藤元、内村、中村、北條（みなみ
センター）丸目（記録） 
         後藤、大村、今井（オンライン） 
＜議題＞ 
１．７月例会の振り返り 
＞７月第２例会報告の訂正：九州部への報告 

 上期半年報の会員数は２４名ではなく２３名で、上期部費支
払額は８０，５００円です。 
＞振り返り 

 光永総主事の話を聞くことができ、改めてＹＭＣＡ支援の在り
方を考えることができた。 

 各役割を確認することなどでき、桑原会長を中心に活動を活
発にしていきたい。 
 
２．８月ビアパーティ例会について 
日時：８月６日（火）１７：３０～    
会場：桜町ビル・オーナーズラウンジ 
 
コロナ第７波の中にある現状で、次の選択肢から選ぶ。 

①予定通り開催するが、ファミリーはやめて大人だけのビア
パーティとし、心静かにビールを飲みながら、サザントルネード
の演奏に耳を傾ける。 

②開催日を８月２０日か２７日に変更して、コロナの鎮静化を
待つ。 

③このコロナ状況では８月末までは無理と判断し、９月以降で
再検討する。 
④その他： 
 

様々新型コロナ感染症増加の状況下での例会の在り方につ
いて意見交換を行った。 

③が一番良いのではないか。８月例会をオンラインで行う。会
員卓話を行ってはどうか。 
 
＞最終判断 
③とするが、８月例会をオンラインで実施 
８月１６日（火） １９：３０より、ＺＯＯＭ例会とする 

内容：会員卓話（中村ワイズ、大村ワイズ、北條ワイズ）１０分
×３名 

後藤ワイズより、ＺＯＯＭアクセス先については連絡をすること
とする。 
 
３．９月例会について 

今の状況では９月も実施が難しい可能性があるので、卓話者
は呼ばず、ＥＭＣについて、皆さんの意見やアイデアを出し
合って、今後の活動について話し合う。 

⇒新型コロナ新規感染者が２，０００名を下回ったら、ホテル日
航でリアル開催を行うこととする。 
 
４．西日本区前期区費の支払い 
西日本区会費 ７，５００×２２名＝１６５，０００ 
担当主事 ２，０００×１名＝２，０００ 
区大会支援金 ５００×２３名＝１１，５００     
西日本区名簿代 １，９００×２４冊＝４５，６００ 
合計 ２２４,１００円を８月１５日までに会計から送金します。 
 
今村部長からのメール 

九州部として、皆様に特に伝えたかったのは、以下のメッセー
ジです。 
 
 

 とうとうコロナ第７波まっただ中となり、ファミリービアパーティ

は延期して、ＺＯＯＭ例会を行うことになりました。久し振りの

会員卓話で、皆様の近況などをお話しいただければと思いま

す。今後もＺＯＯＭで会員卓話の機会が増えるのではないかと

思われますので、全員に１０分間卓話をご準備いただきますよ

うお願いします。 

 また、今月の第２例会で、「２０周年記念例会・第１回実行委

員会」も行われて、実行委員が選ばれました。実行委員長は

藤元ｙｓ、副委員長は堀ｙｓ、委員に今井ｙｓ、大村ｙｓ、後藤ｙｓ、

寺田ｙｓ、桑原と、勝手に決めさせていただきました。他に委員

に入りたいという方がいらっしゃいましたら、藤元委員長にお

申し出ください。今一番の議案は開催日で、４月下旬では６月

の西日本区大会が近過ぎるので、３月１１日（土）頃が良いの

ではと検討中です。会場はホテル日航の予定です。 

 ９月例会は、桜町ビル・オーナーズラウンジで、ビアパーティ

を兼ねてＥＭＣについて語り合うというのは如何でしょうか。

ビール飲みながらサザントルネードの演奏をＢＧＭにＥＭＣに

ついて語れば、きっと良いアイデアがでるのではないでしょう

か。熊本のコロナ感染者が２０００人を下回ったら実施したいと

思いますがいかがでしょうか。 

 また、九州部からの案内で、第２回評議会と九州部会が１０

月１日（土）１３：００～開催されます。懇親会は城見櫓で、参加

費は１万円です。久し振りの他クラブとの交流のチャンスです

ので、ぜひ、ご予定に加えておいてください。 

 １０月～１１月にビジターを迎えての例会ができればとコロナ

大明神に祈願中です。１２月はファミリークリスマスができれば

いいですね。そして、あっという間にお正月です、２０２３年は

良い年になりますように・・。 



７月１９日 第１例会報告 

桑原新会長によるキックオフ例会です。卓話は光永熊本YMCA

総主事による「熊本 YMCA の展望」で、2002年に移転開設され

た現みなみYMCAセンターの初代館長である光永氏に熊本

YMCAの歴史、ワイズメンズクラブの歴史を振り返って、しかし

30年経っても心は変わっていないと。そしてこれからのYMCA

の目指す展望についてお話をいただきました。続いて桑原会

長から第21期（2022～2023）の活動計画が提案されました。特

にEMC活動ではノンドロップと増員目標6名、会員30名を目指

すと力強く宣言されました。 

部内のクラブの区費が、全クラブ入金しましたら、部活動支援
金を振り込みます。 
（正会員+特別メネット）X２００円+１００，０００＝部活動支援金 

部内の全クラブから区費等の振り込みが済んだ部から、随時
送金します。 
（１０４，６００円） 
 
５．各委員会から 
ＥＭＣ ⇒過去参加者リストを共有し、声掛けを行うこと。 

ファンド ⇒ リンゴジュースファンド ワイズ取り置き以外で３
７箱残 
 
６．ＹＭＣＡみなみセンターから 
・サザンフェスタ（９月１１日）について 
第２回実行委員会 
日時：８月１７日(水)１９：００～ ２名程度ワイズから参加してい
ただきたい。 
場所：みなみセンターコミュニティールーム 
・サザンフェスタ前草刈りボランティア 
日時：９月４日（日）９：００～ 

刈り払い機を使用するため、早朝は難しい。会員の車両誘導
をして、できる範囲で行う。 
 
７．その他 
・西日本区大会について 
 回実行委員会 ８月８日（月）参加可能な方はお願いします。 
・８月ブリテン データで配布する。 
次回：第１例会 ８月１６日（火） １９：３０～ ＺＯＯＭにて 

   第２例会 ９月６日（火）１９：３０～  ＹＭＣＡみなみセン
ター 



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（６日 コミュニティールーム ２０名） 
7月の歌声広場が6日に開催された。天候にも恵まれ、新しい
参加者が3名来られた。計20名の参加があった。七夕にちな
んだ曲や、沖縄日本返還50年ということで、島唄や涙そうそう

などの懐かしいメロディーが歌われ、参加者は思いをはせて
いた。次回9月分は8月31日(水)に実施予定。 
 
（２）いきいき体操（２１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。前回から好評のタオルを活用した体
操を継続して行った。 
  

（３）サマースクール（２５日～２９日 みなみセンター他屋外施
設 １９名） 
 新型コロナウイルス第7波の影響がある中、夏休みサザンス
クール第1期が開始された。最大１９名の参加があり、江津湖

公園広木地区でのレクリエーションや、体育室でのドッジボー
ル、みなみセンタープールでの水遊びなどで盛り上がった。
『Amazonみんなで応援プログラム』にて届いたフリスビー2つ

が好評で、体育室や外での活動で人気の遊び道具になってい
る。8月に実施予定の2期・3期・4期も感染症・熱中症対策を継

続して行い、参加者が安全に楽しく活動できるプログラムを実
施したい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）七夕まつり（７日 ぶどうの木幼児園 ７２名） 

 今年は、成人会員の方より笹を寄贈いただく。３日の交流会
にご参加いただき、願い事を書いた短冊や笹飾りを園児と一
緒に楽しんでもらうことができた。当日は、七夕の由来の寸劇
を保育者が行い、年中・年長児が自分たちで作ったフルーツ
ポンチをおやつにいただいた。 
 

（５）お泊り保育プログラム（８日～９日 阿蘇キャンプ ２１名） 

 今年度は新型コロナウイルス感染症の対策を講じつつ、阿
蘇キャンプにてお泊り保育プログラムを実施した。阿蘇キャン
プでは宿泊は３年ぶりとなった。阿蘇ミルク牧場にて、牛乳や
チーズができる様子を見学し、アイスクリーム作りを体験し、
動物との触れ合いを存分に楽しみ、阿蘇キャンプでは車帰り
水源の散策、キャンドルファイヤー、クラフト体験などを行い盛
りだくさんの二日間を過ごすことができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇お知らせ 
 
サザンフェスタ ～みなみから世界へつなごう えがおの輪～ 
２０２２年９月１１日(日)１１:００～１５:３０ 

キッチンカーによる食事の提供、カヌー大冒険、フリスビー、く
じ引きなど 
ご協力、ご参加よろしくお願いします！ 


