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□国際会長主題    ： 「ともに光の中を歩こう」 “Let us walk in the Light-together” 
□アジア太平洋地域会長主題   ： 「ワイズ運動を尊重しよう」  “Respect Y’s Movement”  

□西日本区理事主題 ： 2022 年に向けて「心身の健康づくりからクラブの健康づくりへ」  

“Healthy mind & healthy body make healthy club” 

□九州部長主題    ： 「多様な活動で各クラブの充実と活性化を！～健康なクラブが九州の元気を作る」 

”Enhancement and activation of each clubs throw interesting various activities. ～Healthy Clubs make Happy and Strong Kyushu Region.” 
☆熊本みなみクラブ会長主題： 「それぞれの幸せに寄り添う」 Ｗｅ ｓｎｕｇｇｌｅ ｕｐ ｔｏ ｅａｃｈ ｈａｐｐｉｎｅｓｓ  

        ＜７月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ７月１８（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場 ホテル日航熊本 

 

１． 開式               司会：北條ワイズ 

２． 開会宣言と点鐘             後藤会長 

３． ワイズソング「いざたて」           全員 

４． 会長挨拶                 後藤会長 

５． 九州部部長挨拶        小田九州部部長 

６． ゲスト・ビジター紹介 

７． ハッピーバースデー・アニバーサリー 

８． 諸報告 

９． 食前感謝                内村ワイズ 

１０．今期の方針、展望           後藤会長 

１１．今季各委員からの挨拶         各委員 

１２．なごりはつきねど      全員 

１３．閉会点鐘     後藤会長 

 

＜７月の誕生日＞ 

７/4 村上 博 ys、 7/6 堀 隆之 ys 

（今月の聖句） 

中島修子 

 

「天の国はまた次のようにたとえられる。ある人が旅行に出か

けるとき、僕たちを呼んで、自分の財産を預けた。それぞれの

力に応じて、一人には五タラントン、一人には二タラントン、も

う一人には一タラントンを預けて旅に出かけた。早速、 五タラ

ントン預かった者は出て行き、それで商売をして、ほかに五タ

ラントンをもうけた。同じように、二タラントン預かった者も、ほ

かに二タラントンをもうけた。しかし、一タラントン預かった者

は、出て行って穴を掘り、主人の金を隠しておいた。」 

                 

マタイによる福音書２５章１４節～１８節 

 

次ページへ続く 

 

☆ 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,   

２０１７－１８年度熊本みなみクラブ役員、委員一覧 

◇会    長  後藤慶次 

◇副 会 長   麻生伸一・藤元俊輔 

◇書    記  内村忠生 

◇会    計  大村浩士、中村邦雄、小水流雅代 

◇直前会長   今井政文 

◇ドライバー  北條将人、内村忠生、堀 隆之 

◇ブリテン   池澤 誠、木佐貫浩一、桑原純一郎 

◇広報     池澤 誠、内村忠生 

◇ファンド   今井政文、藤本俊輔、杉野茂人 

◇Ｅ Ｍ Ｃ   木佐貫浩一、堀 隆之 

◇地域奉仕  橋本大耶、村上 博、宮崎靖大 

◇YMCA サービス 橋本大耶、中島修子、桑原純一郎 

◇交   流    桑原純一郎、今井政文、杉野茂人 

◇ウエルネス   内村忠生、中村邦雄、杉野茂人 

◇監   査     村上博  

◇連絡主事    木村成寿 

◇連絡会議担当 後藤慶次、藤本俊輔、桑原純一郎、 

堀 隆之、中村邦雄 

＜６月例会報告（含第 2 例会）＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター ０名 

出席会員  １７名 メネット  ０名 

広義会員  なし コメット  ０名 

ゲスト    ０名 みなみＹ招待 ３名 

出席率  ７７．３％ 出席者合計 １８名 

 



今期役員の抱負 

 

 第二例会にてドライバー委員長が従来に加えて下記の担

当者を決めるようにします 

1. 司会、食前感謝、受付、名札作成者 

 

 北條ワイズに御嬢さん（有里子ちゃん）が誕生されましたの

で、クラブよりお祝い金を贈呈いたしました。 

 

 中村会計より会計報告  収入 216 万  支出 222 万 

差額マイナス 13 万 でした。 

1. 参加者最大人数は 5 月例会で 39 名でした。 

2. 収支がマイナスとなった要因は 5 月 BBQ 例会の会場

費の費用が掛かりすぎたからです。 

 

 池澤ブリテン委員長より、メンバーはブリテン原稿を金曜ま

でにブリテン委員長あてにおくるようにする。 

 

 ブリテンの作成は例会前の土日に行って、完成後にみな

みＹＭＣＡにて印刷を依頼します。 

 

 在熊クラブ会長や九州部役員、西日本区役員へのブリテ

ンは昨年同様メールで送りますので、新しいメールアドレス

を後藤会長に送られてきた時点で、ブリテン委員長へ連絡

する。 

 

 ８月のビアパーティー例会の開催日は通常例会日の１５日

（第 3 火曜）ではなく、１９日（土）とする。 

 

 開催場所は銀座通りオーデンの二階を予約する。 

 

 今井ファンド委員長よりリンゴジュースファンドの支払いは

集金形式にする。 

 

 ＹＭＣＡより 

 リーダー感謝祭 8/13 メールで案内するのでご参加をお

願いしたい。 

 サザンフェスタ実行委員会 8/25 橋本Ｙサ委員長が出席

する 

 サザンフェスタの前の草刈りは９/３の予定で行います 

          

 

7 月第 2 例会報告 

今月の聖句つづき 

 

人により与えられたタラントン、つまり賜物、能力は違いま

す。 

「それぞれの力に応じて」与えられます。この事実に躓(つま

づ)きます。 

人と自分を比べて羨んだり、満足したりします。 

しかし主イエスのたとえの中心は、与えられたものの大小で

はありません。 

それをどれほど使ったか、です。与えられたものを感謝して

用います。 

その時、驚くような働きが生まれるのです。 

会 長 通 信   

 

 

 第 1６代会長  後藤慶次 

「それぞれの幸せに寄り添う」 

 

毎日、蒸し暑い日々が続いていますが、皆さん体調はい

かがでしょうか？ 

九州北部豪雨で被災され亡くなられた方、また行方不明

のまま救助を待つ方、そのご家族、暑い中避難生活を余儀

なくされている方々に心よりお見舞い申し上げます。 

さて、この度 16 代会長として、2 代目会長以来 14 年ぶり

に会長に就任いたしました。前回会長の時はクラブも若く右

も左もわからない中であっという間の一年でしたが、15 年の

歴史を経たクラブに私が少しでも何ができるかを一年間考え

ていきます。 

会長主題は「それぞれの幸せに寄り添う」としました。幸せ

に対する価値観はそれぞれに異なります。まずはそれぞれ

の価値観を理解しあうことから始めよう。そしてお互いの幸

せのために何を行うべきかを考えていこうと。 

 ワイズメンズクラブには、世界につながる大きな活動やそ

のための義務がたくさんあります。もちろんそういった義務を

楽しみながら果たしていきますが、最も根本であるみなみ

YMCA の支援、みなみ YMCA とワイズメンズクラブが一体と

なった地域への支援について考え、提案、実行していけたら

いいなと考えています。 

 大きな話はいったん置いておいて、とにかく皆さん 1 年間で

きる限り楽しくやっていくことを考えてみたいと思います。どう

ぞご協力よろしくお願いいたします。 

 

出席者：後藤会長、桑原ｙｓ、内村ｙｓ、杉野ｙｓ、今井ｙｓ、橋

本ｙｓ、村上ｙｓ、中村ｙｓ、池澤ｙｓ、北條ｙｓ、木村連絡主事 

 

 後藤会長より今期の卓話の方針として、地域の活動

団体とＹＭＣＡがつながりを高められるような卓話者に

話をしていただくようにしていきたいということで、クラ

ブメンバーも会長の希望に沿った卓話者の推薦を行う

こととします。 

 

 

書記 内村忠生ワイズ 
 

私の役割は大きくは第二例会の議事録を残すことです。メ

ンバーの意見を聞き逃さず話をまとめていけるように心が

けたいと思います。同時に全員が集まった貴重な時間を無

駄にしないよう、定時もしくは少しでも早めに皆様が終われ

るように議事の進行に留意し会長のお手伝いができるよう

に頑張ります。どうぞ一年間よろしくお願いいたします。 
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今井政文会長 報告 

 

ＹＭＣＡゲスト 

吉田明日香 

（ももんがリーダー） 

会 長 通 信   

今季役員の抱負続き 

 

 

会計 大村浩士ワイズ 
 

今期、会計という重要な役を頂きました。結構ざっとした性

格なので自分にきちんと出来るのか非常に不安ですが、こ

れも勉強のチャンスと考え直し頑張りたいと思っておりま

す。 

 後藤会長の足を引っ張らないように、皆様に出来るだけ

ご迷惑をお掛けしないように心掛けて参ります。クラブの皆

様どうぞご協力のほど宜しくお願い申し上げます。 

今期もみなみクラブを楽しみたいと思います。 

 第 1６代会長  後藤慶次 

「それぞれの幸せに寄り添う」 

 

毎日、蒸し暑い日々が続いていますが、皆さん体調はい

かがでしょうか？ 

九州北部豪雨で被災され亡くなられた方、また行方不明

のまま救助を待つ方、そのご家族、暑い中避難生活を余儀

なくされている方々に心よりお見舞い申し上げます。 

さて、この度 16 代会長として、2 代目会長以来 14 年ぶり

に会長に就任いたしました。前回会長の時はクラブも若く右

も左もわからない中であっという間の一年でしたが、15 年の

歴史を経たクラブに私が少しでも何ができるかを一年間考え

ていきます。 

会長主題は「それぞれの幸せに寄り添う」としました。幸せ

に対する価値観はそれぞれに異なります。まずはそれぞれ

の価値観を理解しあうことから始めよう。そしてお互いの幸

せのために何を行うべきかを考えていこうと。 

 ワイズメンズクラブには、世界につながる大きな活動やそ

のための義務がたくさんあります。もちろんそういった義務を

楽しみながら果たしていきますが、最も根本であるみなみ

YMCA の支援、みなみ YMCA とワイズメンズクラブが一体と

なった地域への支援について考え、提案、実行していけたら

いいなと考えています。 

 大きな話はいったん置いておいて、とにかく皆さん 1 年間で

きる限り楽しくやっていくことを考えてみたいと思います。どう

ぞご協力よろしくお願いいたします。 

 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

 

内村忠生 

 

熊本地震の影響が多く残り、まだ多くの方が避難所生活を

余儀なくされる皆様をＹＭＣＡと共に支えていた、昨年７月か

らの会長職を今月６月で無事に成し遂げられた任期が終了

し、会長自身による一年間を振り返る報告がなされました。 

その報告ではサザンフェスタやチャリティーマラソンなどのＹ

ＭＣＡを支える活動から、サマービアパーティー・クリスマス

パーティー・バーベキュー例会と続き、締めくくりとなる熊本

で行われた西日本区大会へと、今期の今井会長主題であ

る、「みんなで繋がり、支えあおう」 ということをまさしくリー

ダーシップを発揮された一年であったようです。 

みなみクラブメンバーも一年間の今井会長の働きを思い返

し、とてもすばらしい今井会長の一年間の労を労う会となり

ました。 

 

 

記念撮影 

 

会長引継式 

６月例会報告 

 

ＹＭＣＡゲスト 

草野 響 

（サニーリーダー） 

 

 
西日本区大会報告 

桑原純一郎ワイズ 

 

九州部ＥＭＣ主査報告 

木佐貫浩一ワイズ 



 

 

編集後記 

ブリテン委員長留任となりました。今期も読みやすいブリテ

ンを目指したいと思っています。よろしくお願いいたします。 

ブリテン委員長 池澤 誠 

連絡主事 木村成寿 

 

この度、７月より連絡主事となりました木村成寿（きむらなると

し）です。どうぞ、よろしくおねがいします。みなみセンターは、

夏休みプログラムが始まり、慌ただしい時期になりました。 

８月１３日（日）はリーダー感謝会、９月１０日（日）は、「第１４

回サザンフェスタ」の開催を予定しております。当日運営ボラ

ンティアはもちろん、寄贈品収集等のお力添えをよろしくお願

いいたします。 

 

７月２０日（木） みなみセンター安全研修 

７月２４日（月） サマープログラムスタート 

８月 ７日（月） みなみ安全祈祷会 

８月１３日（日） 館内大掃除・駐車場草刈り 

リーダー感謝会 

８月１８日（金） ぶどうの木幼児園２０１８年度入園説明会① 

９月１０日（日） 第１４回サザンフェスタ（みなみ祭） 

木佐貫浩一 

 

７月２日（日）に博多での小田九州部部長主催の第１回九

州部評議会＆EMC シンポジウムに参加してきました。 

後藤会長は午前中の会長・主査会から、僕らは午後の九州

部評議会＆ＥＭＣシンポジウムから参加しました。今日の

EMC シンポジウムでは、"EMC はサイクル"という演題で今期

の三科仁昭西日本区 EMC 事業主任が話をされました。 

その後のパネルディスカッションでは、小田部長司会の元、

三科主任、宮下主査、宮崎ワイズ、亀浦ワイズの４名のパネ

リストだけでなく、参加者したワイズメンからも活発な意見が出

て、素晴らしいシンポジウムとなりました。 

主任から「"EMC"とは"笑顔  みんなでコミュニケーション"」

と言われました。これからは EMC の説明では、この表現を使

いたいと思いました。 

ＹＭＣＡスタッフ紹介 

 

 
 

■松尾 隆寛（まつお たかひろ） アジリーダー 

４月からみなみセンターに戻ってまいりました。成人フィットネ

スを担当しています。７月末までフィットネスキャンペーンを実

施中です。この機会にご入会いただければ幸いです。皆さま

のご参加お待ちいたしております 

 

 
 

■兼瀬 稔宜（かねせ としたか） ウルフリーダー 

 プール（チーフ）を担当しています。メンバー、リーダー、そし

て職員として２０年近くＹＭＣＡと関わってきました。今後もＹＭ

ＣＡブランディングを進めるために水上安全プログラムに尽

力してまいります。どうぞ、よろしくお願い致します 

熊本みなみ YMCA 通信 

 

ＥＭＣシンポジウム 

 

後藤会長挨拶 

 

 

第１回九州部評議会 

＆EMC シンポジウム 報告 


