
＜9月例会プログラム＞ 
 

日時：9月１6日㈫ 19:０0～20:30 受付開始19:15 
 
  
19:00 開会宣言  桑原会長 

 
19:１０ 会長挨拶        桑原会長 

     
19:１０ 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 卓話  
 
    仲井ＥＭＣ主査（ファシリテーター）を招いて、 
    みなみクラブのＥＭＣ活動について話し合う。 
 
 
 
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 ） 
 

＜８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  ８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 

熊本みなみワイズメンズクラブ ９月第２例会記録 
 
日 時：２０２２年９月７日（水） 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、杉野、宮崎、今井、北條、中村、
藤元、緒方、丸目 
 
＜議題＞ 
１．８月例会の振り返り 
  ８月１６日㈫ ＺＯＯＭにて実施。 
  会員卓話（北條さん、大村さん）が好評であった。 
   
２．サザンフェスタについて 
  ９月１１日（日）１０時集合 １１～１５時 
  参加者：桑原さん、杉野さん、内村さん、浦部さん 他確認 
  飲料の販売を中心に担っていただく。 
  駐車場：ヨシケイ（駐車券あり） 

 ８月のビアパーティがコロナ禍でＺＯＯＭ例会になってしまっ

たのは残念でしたが、やってみるとオンライン例会もそれなり

に楽しいですね。我が家でビールを飲みながらリラックスして

参加できるのが良いです。 

サザンフェスタは、草刈から飲料販売まで参加された皆さんは

大変お疲れ様でした。フェスタの来客も想像以上に多くて、と

ても盛況でした。 

 今月はホテル日航でＥＭＣ例会です。仲井ＥＭＣ主査をお招

きして、会員増強について具体的な話し合いを行います。１０

月からビジターを呼べる楽しい例会を目指したいと思います。 

さて、来年３月か４月にはみなみクラブ２０周年記念例会を開

催します。藤元実行委員長を中心に準備を進めていて、今月

中に開催日が決まると思います。皆様のご協力をよろしくお願

いします。 

先日、西日本区大会実行委員会が開催されましたが、第１プ

ログラムに難問がいくつか出てきました。 

少々しんどいことになりそうですが頑張ります。 

３．９月例会について    ☆９／０５現在でコロナ陽性者は８
１５人 
日時：９月２０日（火）１９：００～   ＊いつもより３０分早める。 
会場：ホテル日航熊本 ＊確認 
内容：ＥＭＣ例会。 

仲井ＥＭＣ主査（ファシリテーター）を招いて、みなみクラブのＥ
ＭＣ活動について話し合う。 
＊機材等備品なし 
司会：大村さん 
受付：今井さん 
食前感謝：内村さん 
 
＞８月ビア例会の延期について 
１２月１１日(日)１７:００～２１：００ 準備は１６：００ 
⇒会場は桜町ビル・オーナーズラウンジ（後藤さん確認） 
 
４．１０月例会について 
日時：１０月１８日（火）１９：３０～   
会場：ホテル日航熊本 
⇒卓話のアイディアを‼ 
 
５．ジャガイモファンド 
注文数：ジャガイモ10kg：７０ケース、5kg：５０ケース 
カボチャ：５０ケース、三種盛：８０ケース、玉ネギ：２０ケース 
配送日：１０月２２日（土）９：３０～  
場所：熊本製綿所／冨合工業団地 

販売価格：杉野さんが決定。他クラブと情報交換をし、足並み
をそろえる。  
 
６．九州部部会・第２回評議会 
日時：１０月１日（土） 
13:00評議会（国際交流会館3階会議室）  
14:30メネットアワー  
15:30 部会  
18:00懇親会／城見櫓 
登録費：１万円 ＊９月１２日(月)が締め切り 
参加者：部会&懇親会：桑原さん、内村さん、杉野さん 他確認 
 
７．ＹＭＣＡインターナショナルチャリティラン 
 日時：１１月２７日(日) 午前中 
会場：益城町総合運動公園陸上競技場 
 実行委員：北條さん 
 
８．市民クリスマス・チャリティコンサート名義後援のお願い 
 日時：１２月１０日１３：００～ 会場：熊本白川教会 
 内容：クラリネット＆ピアノコンサート 
 ＊チケットの購入／＠１０００円×１０枚 

 ⇒名義後援承認 丸目より担当の吉田しのぶさんへ書類提
出 
 
９．みなみクラブ２０周年記念例会について 
  ①実行委員会 委員長：藤元ｙｓ・副委員長：堀 副会長  
委員：桑原・今井ｙｓ、大村ｙｓ、後藤ｙｓ、寺田ｙｓ 

 ②開催予定日 ＊４月２２日は６月の西日本区大会に近すぎ
るので、 
  候補日：３月４日、３月１１日、 ４月１日、４月８日 
  会場：ホテル日航                 
  プログラム案 
第１部 記念式典・記念講演の講師案：１０月決定 
候補者をラインで挙げてもらう。 
  第２部 懇親会のアトラクション案  

カラオケ、音楽など。案をラインで講演講師者と合わせてあげ
てもらう。 



９月１１日 YMCAサザンフェスタ 

みなみＹＭＣＡセンターで来週開催されるサザンフェスタに向け

て、恒例の草刈奉仕活動を行いました。 

季節がら仕方ありませんが朝から暑い日差しの中で行う草刈

り作業は立ったり座ったりの繰り返しで、瞬く間に体力を消耗し

ていきます。浦部ワイズ差し入れの冷たい飲み物でのどを潤

しながら、約一時間半で全てとはいきませんでしたが本日の作

業を終了いたしました。 

ワイズによる飲み物販売‼  ２４０本完売いたしました。 

準備スケジュール：１１月までにプログラム内容を決定、 
記念ブリテンの編集／祝辞、11～21期会長原稿   
           １２月 案内状発送、記念ブリテン原稿集め、 
           ２月 参加者確定、ブリテン印刷  
 
１０．西日本区大会・第一プログラムについて 
 みなみクラブは第一プログラム（１．２日目の）を担当します。 
 委員長：桑原、副委員長：岩本にしクラブ会長 
 委員：堀ｙｓ、北條ｙｓ、大村ｙｓ 

 今週中に第１プログラム（案）を作成して、９月１２日の大会
実行委員会に提案します。 
 
１１．ＥＭＣ報告について 
EMC調査集計表の提出日 
①8月９月分：10/7(金)  ②10月11月分：12/6(金)  ③12月１
月分：2/3(金)/ 
④２月３月分：３/３１(金)  ⑤４月５月分：6/2(金)  6月分：
6/30(金) 
＊2回目のEMC集計表の提出期限：2022年10月07日（８月・９
月分の報告です） 
 
 
１２．ＹＭＣＡより 
 配布物：YMCAニュース8・9月号、総主事マンスリーレポート、
サザンフェスタ第2報 
 ⇒ 阿蘇キャンプが8月で70周年を迎え、実行委員を中心に
記念行事や募金を行っている。 

   ワイズの皆さんもご家族や例会などでご活用いただきた
い。 
 
次回：第1例会 9月20日㈫ 19時より ＠ホテル日航熊本 
   10月第2例会 10月4日㈫19時30分より ＠YMCAみなみ
センター 

９月４日 YMCA草刈奉仕作業 



みなみセンター通信 

８月 みなみセンター事業報告 
 
歌声広場わいわい（３１日 コミュニティールーム １１名） 

８月の歌声広場が３１日に開催された。天候に恵まれたが、新
型コロナウィルスの影響か残暑の影響か、参加者は前月の半
分程度で、１１名の参加であった。秋にちなんだメロディーが
歌われ、これから来る秋を楽しみにしていた様子だった。次回
１０月分は１０月５日(水)に実施予定。 
 
（２）いきいき体操（１８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
レとタオルを使った体操など楽しみながら行った。コロナが特
に増えているタイミングであり、参加を見送る方が多い中で
あった。しかし参加をされた方は、体操だけでなく会話すること
を楽しみに来られる方であり、認知症予防や孤立予防になっ
ていると、改めて強く感じる回となった。次月も継続して実施し
たい。 
 

（３）サマースクール（８月２日～６日・１５日～１９日・２２日～２
６日  
みなみセンター他屋外施設 Web２・３・４期合計５５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２期・第３期・第４期が実施された。スポットコースで
の参加含め、１日最大２６名の参加があり、江津湖公園でのレ
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。特に第３期での熊本
博物館での翼竜展見学と、第４期のフードパル熊本杉養蜂園
のハチミツ見学の日が、参加者にとって大きな学びの日となっ
た。「冬休みも来たい」という新規の参加者が多くみられたこと
に喜びを感じている。感染の早期収束を願い、冬休みのプロ
グラムの充実を計りたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）ぶどうの木幼児園新入園児向け見学説明会（３１日 コ
ミュニティルーム １０組） 

  ２０２３年度新入園児募集に向け、見学説明会を開催した。
事前にＹ-linkにて申し込みいただきご参加いただいた。実際に

水泳、体操、英語のプログラムにいきいきと参加する園児の
姿を見て頂くことができ、園の強みをしっかりとアピールするこ
とができた。また、職員が一緒に見学することで気軽に質問が
できる雰囲気があったことも良かったと思う。２回目を９月２１
日(水)に開催予定である。 
以 上 

サザンフェスタ２０２２ 実施報告 
 
９月１１日(日)１１：００－１５：００ 
テーマ「みなみから世界へつなげよう、えがおの輪」 
約１，０００名来場。益金見込み：３５万円程度（9月15日時点） 
 

開会式 実行委員長のかわうそリーダーのご挨拶／ぶどうの
木幼児園のオープニング演奏 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   浴衣コンテスト         ＨＩＰ★ＨＯＰダンスの発表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  のみの市コーナー            カヌー      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ヨーヨーつり       キッチンカー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


