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みなみＹＭＣＡ 桐原 奈緒子 

ミャンマーからの留学生ヌーヌーが無事熊本に到着しまし

た。10 日に日本語学校の入学式を迎え、少しずつ日本に慣

れてくると思います。みなみ YMCA では、新しいメンバーを迎

え、4 月は慌ただしく過ごしています。多くの皆さんが、楽しく

YMCA に通ってもらえるように、スタッフ一同頑張ります。 

 

4 月 16 日(水) ノーマイカーデー 

4 月 16 日(水)～22 日(火) アースウィーク 

4 月 23 日(水) 歌声広場わいわい 10:45～12:15 

4 月 27 日(日) 江津湖たんけん隊 

5 月 11 日(日) 母の日特別プログラム 

 

新館長のご挨拶新館長のご挨拶新館長のご挨拶新館長のご挨拶    

雑雑雑雑    感感感感    

 後藤慶次 

 先月の例会は仕事の都合で、ドタキャンになってしまい、申

し訳ありませんでした。 

大石様の卓話を拝聴できなかったことはとても残念でした

が、村上ワイズの報告を読ませていただき、これから私たち

が、また地域社会が、もちろんＹＭＣＡも取り組んでいくべき方

向性について示唆を与えていただいた内容であったようで

す。私が現在取り組んでいることとも関係しているのでそのこ

とを今回は少しお伝えします。 

厚労省は、団塊の世代が 75 歳以上の後期高齢者となる

2025 年をピークとする超高齢化社会を乗り切るために、「地

域包括ケアシステム」というキャッチフレーズを掲げ、医療、

介護、福祉の連携はもちろん、多様な住まいについても盛り

込む今後の計画を提案しています。 

その要点を下の図を参照して解説します。 

○ 地域包括ケアシステムの５つの構成要素（住まい・医療・

介護・予防・生活支援）をより詳しく、またこれらの要素が互い

に連携しながら有機的な関係を担っていることを図示した 

ものです。 

○ 地域における生活の基盤となる「住まい」「生活支援」をそ

れぞれ、植木鉢、土と捉え、専門的なサービスである「医療」

「介護」「予防」を植物と捉えています。 

○ 植木鉢・土のないところに植物を植えても育たないのと同

様に、地域包括ケアシステムでは、高齢者のプライバシーと

尊厳が十分に守られた「住まい」が提供され、その住まいに

おいて安定した日常生活を送るための「生活支援・福祉サー

ビス」があることが基本的な要素となります。そのような養分

を含んだ土があればこそ初めて、専門職による「医療・看護」

「介護・リハビリテーション」「保健・予防」が効果的な役目を果

たすものと考えられます。 

 本人･家族の選択と心構えの上に、地域社会そのものであ

るすまいとすまい方、介護保険等のインフォーマルなサービ

スだけでなく家族、友人、近隣などの自助、互助の精神を踏

まえた生活支援、福祉サービスの充実が土壌であるとうたっ

ています。 

 土壌は、人から与えられるものではなく自らが時間をかけて

培っていくものであり、皆さんそれぞれが地域社会で自らの

役割を担い、自らの将来のために何をなすべきかを考えてい

きましょう。ひとごとではありませんよ。 

中島修子 

いつもみなみＹＭＣＡへのご

支援ありがとうございます。 

このたび、岡館長の後任とし

てみなみＹＭＣＡ館長を仰せ

つかりました中島修子と申し

ます。ＹＭＣＡへの入会は１９

８１年４月で、最初の勤務地

は中央ＹＭＣＡで健康教育部

の専任講師としてスタートで

す。それから今日までＹＭＣＡ

で働きをしてきておりますが、

ワイズメンズクラブの連絡主

事の務めは初めてでございま

す。どうぞ皆さまご指導をよろ

しくお願いいたします。 
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□国際会長標語   ：「全ての世界に出て行こう」 Go Ye Into All The World 

□アジア会長標語  ：「未来を始めよう、今すぐに」  Start Future Now   

□西日本区会長標語：「志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう」   

              Attend club meetings with a clear motive to make the most of them. 

□九州部長標語   ：「さらなる 九州部の飛躍に向かって再挑戦 しよう」 
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                                ＜＜＜＜４４４４月例会プログラム＞月例会プログラム＞月例会プログラム＞月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ４月１５日（火）19：30～21：30 

  ◇会場 ホテル日航  

  ◇司会 内田 ys 

１．開会宣言・点鐘                木佐貫会長 

２．ワイズソング「いざたて」          全  員 

３．会長挨拶                 木佐貫会長 

４．ゲスト＆ビジター紹介 

５．ハッピーバースデイ＆アニバーサリー          

６．活動報告・諸報告  

７．食前感謝                 川口 ｙｓ 

８．卓話 

「モガウンＹＭＣＡ訪問報告」  

前熊本ＹＭＣＡ総主事 堤 弘雄 氏 

                      ヌ- タン ソン 氏 

           

９．なごりはつきねど            全  員 

10．.閉会点鐘               木佐貫会長 

         

 ＜４月の誕生日＞ 

    小水流ｙｓ、麻生 ys、宮崎ｙｓ、池澤ｍｔ 

＜4 月の結婚記念日＞ 

村上ｙｓ＆ｍｔ、今井ｙｓ＆ｍｔ 

 

桐原奈緒子 

モーセは主に言った。「ああ、主よ。わたしはもともと

弁が立つ方ではありません。あなたが僕にお言葉をか

けてくださった今でもやはりそうです。全くわたしは口が

重く、舌の重い者なのです。」 

 

出エジプト記 4 章 10 節 

 

モーセは神に向かって、自分は雄弁ではないので他

の人を選んで欲しいと頼んだそうです。でも、神は、出来

なければ出来る人の助けを借りれば良いと言っていま

す。私たちも、日常生活の中で、苦手なことは沢山あり

ます。無理して一人で頑張らなくても、誰かに助けを求め

れば、一人でするよりもきっと上手くいきます。お互いに

それぞれの賜物を活かしお互いに助け合っていけばき

っといいものが生まれます。 

 

☆☆☆☆    みなみクラブのホームページアドレスみなみクラブのホームページアドレスみなみクラブのホームページアドレスみなみクラブのホームページアドレス＜＜＜＜http:// minamihttp:// minamihttp:// minamihttp:// minami----yyyyｓｓｓｓ.info.info.info.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 など／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  

    2013 年度みなみクラブ役員委員一覧 

◇会    長  木佐貫浩一 

◇副 会 長   寺田節子･池澤誠 

◇書    記  村上博・桑原純一郎 

◇会    計  川口圭子・小水流雅代 

◇直前会長   桑原純一郎 

◇ドライバー   池澤誠・寺田節子・堀隆之ほか 

◇ブリテン広報 後藤慶次・内村忠生・村上博ほか 

◇ファンド     杉野茂人・今井政文・緒方大介ほか 

◇Ｅ Ｍ Ｃ    大村浩士・緒方大介・中村邦雄ほか 

◇地域奉仕    内村忠生・千原浩敬ほか 

Ｙサービス  

◇交   流    中村邦雄･寺田節子・堀隆之ほか 

◇ウエルネス   堀隆之・岡成也･永田雅三 

◇監   査     中村邦雄  

◇メネット会長  木佐貫恵津子 

◇連絡主事    桐原奈緒子 

◇連絡会議担当 木佐貫・寺田・桑原・池澤・堀 

＜３月例会報告＞ 

在籍会員  ２４名 ビジター ０名 

出席会員  １３名 メネット  １名 

広義会員  なし コメット  ０名 

ゲスト    １名 みなみＹ招待０名 

出席率  ５４．２％ 出席者合計 １５名 

 



会会会会    長長長長    通通通通    信信信信            

６． 西日本区大会 ＆ DBC 締結式について 

・６月１４日（土）～１５日（日） →  岩国 

・参加費補助金 → ３万円 

・参加者 → 木佐貫会長、寺田ワイズ、池澤ワイズ、中村

ワイズ、桑原ワイズ、後藤ワイズ、村上ひ、村上か 

７． バースディ ＆ アニバーサリーの贈り物について 

・ 丸山の旬の野菜セット・・・２月、３月、４月対象者から

始める。 

８． ドライバー委員会（池澤ドライバー委員長） 

・４月例会 → 卓話者 ～ 堤 前総主事、ヌ タン ソンさ

んを紹介してもらう。   司会～内田ワイズ 

・北岡ワイズ結婚祝い → お祝金１万円 ＋ 花束（中村

ワイズ担当 ～ 予算２千円） 

・５月例会  → 卓話者 ～ 風戸直子さん（フリーアナウン

サー、依頼済み） 

・卓話者バンク → 下村麻美子さん（オリーブソムリ

エ）・・・１１月に決定 

９． 来期の役員 ＆ 各委員長 案・・・寺田次期会長案 ～ 

再検討 

10.．YMCA から（桐原連絡主事）・・・次期連絡主事は中島修子

館長 

・モガウン YMCA からの留学生、ヌ- タン ソンさんの滞在

費用見積書（案）を提示 

・在熊各クラブにもを支援要請する → ヌ- タン ソンさ

んが各クラブを回り、現地状況を話し、義援金を募る。 

１１．その他 

・総主事就退任式のお祝金 →1 万円（杉野ワイズ立て替

え分） 

・ファンド報告（杉野ファンド委員長報告） → 使用済み切

手・・・２，１６７円 

 

 第 1２代会長 木佐貫浩一 

 「For me & For others の心で 

ワイズ活動をする」 

  

 

４月になり暖かくなると気持ちが前向きとなり、いろんなこ

とをやりたくなってきました。僕個人としては、研究会や講演

会（医学関係以外も）などに積極的に参加して、沢山学んで

います。学ぶことはとても楽しいです。 

この度、４月２６日には熊本の１０番目のクラブである、熊

本スピリットワイズメンズクラブのチャーターナイトがありま

す。僕も１２年前に熊本みなみクラブで、ワイズメンズクラブ

のことは何も分からずにチャーターしました。そして“継続は

力なり”でやっとワイズメンズクラブのことが少しずつ分かっ

てきました。これも受け身でやるのではなく、会長として、自

分から積極的にワイズメンズクラブの中に入っていくことによ

って、自分自身が成長し、まわりも認めてくれるようになって

きたからだと思います。昔の映画で「フットルース」というのが

ありました。この映画の中で、“全てに時が来る”という言葉

が心に残っています。僕にもその“時”が来たんでしょうね。 

会長としての残り３ケ月を切りました。まだ計画通りにやれ

ていないことがありますが、今期やれそうなことを探し出して

やっていきたいと思います。もちろん、最後の使命は、６月の

西日本区大会で岩国みなみクラブとのＤＢＣを成功させるこ

とです。皆様のご協力をお願い致します。 

 

 

 
４４４４月第２例会報告月第２例会報告月第２例会報告月第２例会報告    

書記 村上博 

 

◇２０１4 年３月２５日（火）１９：３０～／みなみＹＭＣＡ 

１． ３月例会について 

・開始が遅れた（約５分程度） 

・卓話（大石逸子さん）の内容が良かった。 

２． 第４回熊本連絡会議 

・管会長から各 YMCA の連絡主事の会費を各

クラブが負担出来ないか、提案あり。 

  クラブごとに会費の金額が違うのでそれぞ

れのクラブごとに負担金額を検討 → 次回連

絡会議（5/14）で報告 ～ ５月第２例会（4/22）

までに結論を出す。 

３． 岡ワイズ総主事就任お祝い会 ＆ お花見 

・４月５日（土） 於：杉野クリニック研修所 

４． 熊本にしクラブ５周年記念例会  

・４月１２日（土）→ 熊本全日空ホテル ニュースカイ 

・お祝金 → ２万円 ～ ファンドから出金 

・参加・・・木佐貫会長、桑原ワイズ、岡ワイズ 

５． 熊本スピリットワイズメンズクラブ加盟認証状伝達式  

・４月２６日（土）→ 熊本交通センターホテル 

・ お祝金 → ５万円 

・参加・・・寺田ワイズ、中村ワイズ、桑原ワイズ 

 

３月例会報告３月例会報告３月例会報告３月例会報告    

村上 博 

３月例会の会場は、10 周年記念例会の時と同じ懐かしい７階。 

まず、卓話者の大石逸子さんを木佐貫会長がエスコートして入

場。会長の開会点鐘とあいさつで開会。 

みなみYMCAの連絡主事、桐原さんからミャンマー・モガウン

YMCA からの留学生、ヌー タン ソンさんの来熊準備状況につ

いて報告のあと堀ワイズの食前感謝で食事と懇談がスタート。 

 卓話は、大石逸子さん（社会福祉法人 青照会 グッドライフ

熊本駅前 施設長）の「高齢者介護から子育て、孫育てまで」と

いうテーマ。 

大石さんの話の中で印象的だったのは、「高齢者は実によく

分かっておられる。自尊心を持って生きておられる」という言葉

でした。 

さらに、白血病を患ったお孫さんと地域との関係を紹介。最

初、他人に迷惑をかけない、自分たちだけで看病をやりきろうと

家族で抱え込んでしまった結果、行き詰ってしまったこと。 

とうとう地域の人たちに助けを求めたところ、気持ちが楽になり

子どもたちや近所の人たちから励ましの声をかけられたり、

様々な手助けを頼めるようになったそうです。 

そのことから、大石さんは、高齢社会では地域力がとても重

要になる、と力説。経験に裏付けられた話に全員が納得。終始

にこやかな大石さんの笑顔と話に引き込まれました。 

 

 



岡ワイズ総主事就任祝賀会＆お花見会岡ワイズ総主事就任祝賀会＆お花見会岡ワイズ総主事就任祝賀会＆お花見会岡ワイズ総主事就任祝賀会＆お花見会    

木佐貫浩一 

岡ワイズ総主事就任お祝い会兼お花見会が、４月５日

（土）に杉野クリニック研修ハウスで開催されました。 

全部で２１名の参加で、ジェーンズクラブから時任ワイズと

千代盛ワイズが参加されました。また、熊本みなみＹＭＣＡ

館長で次期連絡主事となる中島修子さんや元みなみクラブ

の犬童さん、７月入会予定の藤元さんも参加されました。 

新鮮なあわびやサザエ、お刺身、ピザなど美味しい料理が

振る舞われ、お酒もビールやいつもの美味しいワインがあ

り、そして、今回は岩国みなみクラブから日本酒”獺祭”（究

極セット）が贈られてきました。 

会長挨拶、岡ワイズの挨拶があり、桐原連絡主事からヌ 

タン ソン（ヌーヌー）さんからのメッセージが読み上げら

れ、滞在中の連絡用として杉野ワイズから携帯電話が提

供されました。 

とても楽しく、みんな大満足した会となりました。 
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