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□国際会長標語    ： 「私たちの未来は、今日から始まる」 “Our Future Begins Today” 

□アジア会長標語   ： 「ワイズ運動を尊重しよう」  “Respect Y’s Movement”  

□西日本区会長標語 ： 「ワイズ魂で、更なるワイズ活性化を！」 “Energizing Y’s Mens Clubs with the Y’s spirit” 

□九州部長標語    ： 「いま自分がワイズでできること」（今動き出す時・・・）”When you start moving now !” 
☆熊本みなみクラブ会長標語： 「みんなで繋がり、支え合おう」  

        ＜４月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ４月１８（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場 ホテル日航熊本 

 

１． 開式                司会：池澤ワイズ 

２． 開会宣言と点鐘             今井会長 

３． ワイズソング「いざたて」           全員 

４． 会長挨拶                 今井会長 

５． ゲスト・ビジター紹介 

６． ハッピーバースデー・アニバーサリー 

７． 諸報告 

８． 食前感謝                藤元ワイズ 

９． 食事 

１０.．卓話 「ミャンマー・モガウンの現状」 

ヌー・タン・ソン様 

１１．なごりはつきねど       全員 

１２．閉会点鐘     今井会長 

 

＜４月の誕生日＞ 

４/２２ 小水流雅代ワイズ、４/２６ 麻生伸一ワイズ、 

４/２７ 宮崎靖大ワイズ、４/１ 池澤理恵メネット 

 

＜４月の結婚記念日＞ 

４/３ 村上博ワイズ・和枝メネット 

４/１７ 今井政文ワイズ・和美メネット 

 

（今月の聖句） 

中村邦雄 

 

イエスは言われた。「恐れることはない。行って、わたしの兄弟た

ちがガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことにな

る。」                 マタイによる福音書２８章１０節 

 

今年は４月１６日がキリスト教の最も大切は日である復活日（イ

ースター）でした。イエスが私たち一人一人の罪を償われるた

め、十字架上の死を経て、蘇られたことを記念する日です。そし

て、奇しくも１６日は１年前に熊本を中心に起こった大地震（本

震）を体験させられた日からちょうど一年がたった日でした。この

地震を体験させられた人は誰も好き好んで体験したわけではあ

りません。また、その体験は一人ひとりそれぞれにとって他の誰

も償ってくれない重いものでした。しかし、１年が経過する中で

は、多くの人達からの慰めと、励ましも体験できたのです。私た

ちはこの貴重な経験を風化させることなく、人の温かさを体験で

きたことに感謝して、これからの人生を有意義なものにしていくこ

とが大切なのではないでしょうか。 

☆ 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  ／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  

Y's Men's clubs the service club to the YMCA,   

２０１６－１７年度熊本みなみクラブ役員、委員一覧 
◇会    長  今井正文 
◇副 会 長   麻生伸一・後藤慶次 
◇書    記  堀隆之、秋寄光輝、中島修子 
◇会    計  中村邦雄、小水流雅代 
◇直前会長   池澤誠 
◇ドライバー   内村忠生、木佐貫浩一、麻生伸一、堀隆之 
  桑原純一郎、中村邦雄,、北條将人、橋本大耶 
◇ブリテン広報 池澤誠、後藤慶次、宮崎靖大 
◇ファンド     藤元俊輔、杉野茂人、後藤慶次、宮崎靖大 
◇Ｅ Ｍ Ｃ   木佐貫浩一、村上博 
◇地域奉仕・Ｙサービス    内村忠生、杉野茂人、岡成也 
◇交   流    桑原純一郎、寺田節子、堀隆之 
◇ウエルネス   大村浩士、岡成也、永田雅三 
◇監   査     村上博  
◇メネット会長  今井和美 
◇連絡主事    藤川登士郎 
◇連絡会議担当 今井・桑原・池澤 

＜３月例会報告（含第 2 例会）＞ 

在籍会員  ２３名 ビジター ３名 

出席会員  １７名 メネット  なし 

広義会員  なし コメット  なし 

ゲスト    １名 みなみＹ招待 なし 

出席率  ７３．９％ 出席者合計 ２１名 

 



会 長 通 信   

 ２０１７年４月５日 みなみＹＭＣＡ １９：３０～２０：３０ 

 出欠 会長：今井 副会長：後藤  直前会長：ブリテ

ン・広報：池澤 書記：堀会計：中村 ドライバー：Ｙサ・

地域奉仕：内村 交流：桑原 ウェルネス：大村 連絡

主事：木村 以上９名 

 

１． ３月２１日 例会の感想 原口理加さん   司会 中村

ワイズ 

「ビジネスコーチング」 わかりやすかった。自分を見つ

めなおせる内容。 

もっと深く知りたい。 

 

２． 区大会実行委員会の報告          桑原ワイズ 

当日１５人お手伝い必要、１１時に菊池集合、移動手

段を検討する 

４月中に参加人数、ＤＢＣ交流、等を決定 

西日本区大会 「参加申し込み」について 

      現在、池澤、内村、中村、桑原、大村、堀、今井、 

登録済み 

 

３． ファンド委員会 

  報告なし 

 

４．ＹＭＣＡ 報告  木村ワイズ 

  ４月１２日（水）中央ＹＭＣＡにて、ヌーヌーさん帰国報告

会に参加してください 

 

 

 第 1５代会長  今井正文 

「みんなで繋がり、支え合おう」 

 

 

今年は、桜の開花が少し遅れ、寒気のせいか入学式などで

も散ることなく残っておりました 

新年度に入り、新たな希望を胸に入学・入社された関係の

方々もいらしゃることでしょう 

さて、先日アメリカ海軍が、シリア砲撃というショッキングな出

来事がありました 

ロシア、中国を含め北朝鮮等、全世界にとって大きなニュー

スでした 

平和を願いながら、国連決議がうまく機能していない現実、

力で抑え込まなければならないような現実に直面すると、将

来的不安を感じざるをえません 

貧困等、いろんな苦しみに耐えている子供たちやすべての

人々の笑顔が、早く戻るような時代が到来してほしいと願っ

ています 

今日はヌーヌーさんをお迎えして帰国報告をお願いしており

ます 

楽しいひとときをみんなで過ごしましょう 

 

４月第２例会報告 

 

５．その他  

４月例会の卓話者 ヌーヌーさん  司会、池澤ワイズ、食

前感謝、藤元ワイズ 

 

３月２５日 水前寺クラブ設立総会 参加は桑原、木佐貫

ワイズ（ブリテン原稿） 

  

４月９日(日) １５時ごろから「ヌーヌーを囲む花見会」 春

日 杉野邸 

 

５月 バーベキュー例会は ５月６日（土）１７時より  

江津湖 江藤ボートハウス 

          

  ５月、６月のブリテンは、６月に合併号にする 

 

  次期役員決め  等 

 

 

３月例会報告 

中村邦雄 

 

３月例会は２１日にホテル日航熊本で行われ、卓話者に

（株）バカンスプロジェクト代表の原口理加様をお迎えして、

「ビジネスコーチングについて」お話を伺いました。原口氏

は日本コーチ協会正会員で、熊本市の生涯学習登録講師

もされて、多忙な毎日を過ごされる中、私達熊本みなみワ

イズメンズクラブのために時間を割いて貴重なお話をしてく

ださいました。 

卓話は、「コミュニケーション講座」と銘打ってビジネスコ

ーチングの手法を解説され、自己主張度と感情重視度の

強さの違いによって分けられる、成果主義の傾向を持つ

人・いかに目立つかを重視する人・職人肌の人・人間関係

重視型の人の４タイプの行動傾向を持つ人への関わり方を

それぞれ説明されました。そして、どのタイプの人について

も問題解決のためには、クライアント自身が解決策を引き

出させるように導いていくこと、具体的な行動目標を顕在化

させることが大切だと述べられました。 

卓話の初めには参加者全員で行動傾向の自己診断を行

い、途中では参加者の一人に代表していただいてビジネス

コーチングの実演も織り交ぜ、全員参加型の、時間のたつ

のがとても速く感じられるとても有意義な例会になりまし

た。 

 

 

会長挨拶 

 

アニバーサリー 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

 

 

 

宮崎ワイズビジター 

木佐貫浩一 

 

３月２５日（土）は熊本水前寺ワイズメンズクラブの設立総会

がありました。総勢７０名ほど集まりました。６月１０日のワイ

ズメンズクラブ西日本区大会で、熊本ひがしクラブがホストク

ラブとして九州部１６番目のクラブとしてチャーターします。初

代クラブ会長は宮﨑九州部部長が務め、メンバーは現時点

で２６名ですが、チャーターまでには３０名に増やす計画だそ

うです。宮﨑九州部部長のＥＭＣ事業の目標のひとつの"新

クラブ設立"が実現します。そして、このままの勢いで、もうひ

とつの目標の"九州部３００名"を達成するために６月まで気

を引き締めて、皆んなでワイズメンズクラブを盛り上げていき

たいと思います。 

 

 

 

卓話者 原口理加様 

熊本水前寺クラブ 

設立総会参加報告 

 

 

 

 
みなみクラブ花見 

ヌーヌーさんを迎えて 

内村忠生 

 

ようやく待ちに待った２０１７年春のお花見が開催することが

できました。 

４月７日にはミャンマーから到着したヌーヌーさんも無事に迎

えることができ、日本の桜を満喫して帰っていただけることを

とてもうれしく感じるみなみクラブのメンバーがまだまだ昼真

っ盛りの１６：００から宴がスタートとなりました。 

いつもの新鮮な魚・おいしい肉、フレッシュな野菜。どれをとっ

ても満開の桜の下で食す料理やお酒は最高の楽しみとなり

ます。 

今回の日本熊本で楽しい思い出と私たちの支援とのかけ橋

となり、一か月後にはまたミャンマーへ帰りエイズ孤児のため

に努力されるヌーヌーさんの何か一つでも糧になるものを持

って帰っていただくことができるように、みなみクラブでも第二

例会、第一例会と場を持ち語り合っていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

モガウン総主事ノジャさんの娘でもあるヌータンソンさん、

モガウンＹＭＣＡが行う孤児院の施設を運営する傍ら、現

在はヤンゴンの人材派遣会社に所属し今後孤児院を卒

業していく子供たちの為にビジネス展開を勉強中である

ということです。 

４月例会卓話者紹介 

 



 

 

編集後記 

今月も内容の多いブリテンとなりました。泣く泣くカットした写真

もたくさんあります。ぜひ、ホームページの方でご覧いただけれ

ばと思います。なお、５月例会は移動例会となる予定です。予定

では日程的にブリテン５月号は発行せず、次のブリテンは５月６

月合併号となります。 

                    ブリテン委員長 池澤 誠 

連絡主事 秋寄光輝 

 

新年度となり、YMCA にも新しい会員の皆様を迎え、事業を開

始いたしました。YMCA に集う方すべてに共に生きる社会の

実現を目指して努力していきたいと思います。その一方で、熊

本震災から１年を迎えました。あの時のことを忘れず、今も困

難にある方々にみなみ YMCA も寄り添って、支援活動を行っ

ていきます。ワイズメンズの皆様にも更なるご協力をよろしく

お願いいたします。 

 

4 月１日（土）熊本 YMCA 新入職員入会式 

4 月 8 日（土）新年度プログラム開始 

       ぶどうの木幼児園入園式 

4 月 12 日（水）ミャンマーモガウン YMCA ヌーヌーさん報告会 

4 月 15 日（土）熊本地震 1 年の集い（未来商店街） 

4 月 17 日（月）アースウィーク（~23 日） 

4 月 19 日（水）ノーマイカーデー 

4 月 22 日（土）ヌーヌーさん帰国 

5 月 3 日（水）西日本地区リーダー研修会（熊本 Y 主管） 

5 月 27 日（土）熊本 YMCA 会員大会 

 

西日本区大会実行委員会報告 

 
桑原純一郎 

 

１．参加者登録状況  

登録状況は、まだ３８０名ほどで登録が遅い、大会の損益分

岐点は７５０名なので 熊本のメンバーは当日参加できなくても

登録だけはするように各会長へ促す。  

２．大会準備状況  

自家用車利用の参加者用に、菊池市役所職員駐車場１００

台分を借りる予定。  

４／０４に文化会館で設営委員会と現場視察を行い、４／２０

にホテル日航での視察を予定。  

懇親会も分刻みのプログラムになりそうです。大西市長が挨

拶する予定。  

大会スタッフはオレンジ色のバンダナ／スカーフを着用して

目印にする。  

 

現場視察のあと舞台配置図とシナリオを作り直しています。  

舞台周りに１５名ほどのスタッフが必要ですので、みなみクラ

ブメンバーには 舞台裏方をお願いすることになりますのでご

協力をよろしくお願いします。  

以上 

 

 

 

 

ＹＭＣＡ地域支えあい 

キックオフ報告 

 
内村忠生 

 

熊本地震からやがて１年を迎えようかとする３月１２日。まだ

まだ寒さの厳しい中で、仮設団地で暮らしておられる被災者

の皆様には、夏に向けた暑さ対策や震災で被害を受けた自

宅建物の解体に向けた準備など、まだまだ将来の見えない

多くの不安や心配があるなかで、熊本ＹＭＣＡが運営する支

えあいセンターが中心となり、どのようなことがこんご必要と

されるのかなど、住民の皆様のご意見が聞ける場を持とうと

いうことで、みなみＹＭＣＡ、中央ＹＭＣＡ、上通ＹＭＣＡの３つ

のセンターの運営委員が現地を訪問し、御船地区の作られ

た５つの仮設団地の代表者とともに今後のＹＭＣＡを中心とし

た支援について話し合いがなされた。 

 

ＹＭＣＡスタッフ紹介 

 

 
 

■中野 聡子（なかの さとこ） 2017 年度新入会 総務担当 

 

業務に早く慣れることができるよう一生懸命取り組みます。

皆さまのご指導よろしくお願い申しあげます。 

 

 
 

■吉田 早織（よしだ さおり）  

ぶどうの木幼児園 うさぎクラス担任 保育担当 

 

2 歳児クラスの担任をさせていただいております。みなさま、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

熊本みなみ YMCA 通信 


