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□国際会長主題    ： 「ともに光の中を歩こう」 “Let us 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  

        ＜８月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ８月１９（土） １９：００～２１：００ 

  ◇会場 オーデン（下通１－９－８銀座ビル２Ｆ） 

 

第 1 部      司会：橋本ワイズ 

１． 開会宣言と点鐘             後藤会長 

２． ワイズソング「いざたて」           全員 

３． 会長挨拶                 後藤会長 

４． 諸報告 

 

第 2 部      司会：内村ワイズ 

５． 食前感謝    中村ワイズ 

６． 乾杯 

７． ハッピーバースデー・アニバーサリー 

８． アトラクション 

９． なごりはつきねど      全員                

１０．閉会点鐘     後藤会長  

 

＜７月の誕生日＞ 

8/5 北條佳代子 mt、 8/13 大村雅代 

（今月の聖句） 

木村成寿 

 

イエスは、重ねて言われた。「あなたがたに平和があるように。

父が私をお遣わしになったように、わたしもあなたがたを遣わ

す。」               

ヨハネによる福音書 20 章 21 節 

 

これは、イエス・キリストが復活されてから弟子たちに語られた

言葉です。「平和」は、私たち人間が常に願うものです。イエス

は、「平和」を心の「平安」とも伝えています。「一人が変われ

ば、世界が変わる。」大げさかもしれませんが、私はＹＭＣＡが

願う世界に通じていると信じています。終戦７２年を迎えた現

在、私たちの心のあり方、どのように振る舞うべきか、毎日が試

されているようでなりません。心穏やかに、各地で被災された

方々に一日も早い心の平安が訪れますように。 

 

☆ 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、藤元俊輔、桑原純一郎、 

堀 隆之、中村邦雄 

＜７月例会報告（含第 2 例会）＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター ２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    １名 みなみＹ招待 ２名 

出席率  ７７．３％ 出席者合計 ２２名 

 

 



会 長 通 信   

2017/8/1 みなみ YMCA 19:30～21:00 

 

出席：後藤会長、木村連絡主事、大村 ys、桑原 ys、 

中村 ys、橋本 ys、内村 ys、池澤 ys 堀 ys、杉野 ys、今井 ys 

 

１．8 月ビアパーティ例会 

8 月 19 日 6:00 準備、6:30 受付、7:00 開始 

銀座通りオーデン 2F 最大 35 名貸切 

メンバー特別会費 2000 円、メネット 2000 円、ビジター 

3500 円 大コメット 2000 円、中コメット 1000 円、 

小コメット 0 円 

第一部 7:00～7:15 司会：橋 ys 受付：杉野 ys、今井 ys 

第二部 7:15～9:15 司会 内村 ys、食前感謝 中村 ys、 

乾杯 ビジター 

YMCA 招待 2 名 

歌詞カードは堀、北條ワイズからＹＭＣＡへ印刷依頼、 

横断幕 北條 ys、ドレスコード アロハ系 

点鐘・CD、中村 ys→堀 ys 

 

２．9 月例会 

卓話者：熊本市医療政策課 清水さん、浅見さん 

メッセージノートを全員で記入してみる 

 

 第 1６代会長  後藤慶次 

「それぞれの幸せに寄り添う」 

 

 猛暑日が続き、クーラーなしでは寝苦しい日々ですね。九

州北部豪雨や先日の台風 5 号で被災された方々は、不安な

日々をお過ごしのことと思います。それにしてもここ数年の異

常気象、地球の温暖化が関係しているようですが、米国の

パリ協定脱退など、環境はさらに悪化しておりこれからもた

びたび災害が起こりそうな気配です。災害は起こるものとし

て準備を怠らないことが求められます。 

 さて、この暑さで皆さん方の中にも夏バテ気味の方がいら

っしゃるのではないかと思います。どんな対策を皆さん方お

持ちでしょうか？私はとにかく体を動かし汗をかくことで、食

欲を落とさず、夜の睡眠の質を上げて乗り切る所存です。皆

さん方の暑さ対策の知恵を持ち寄るなんてのも面白いかもし

れませんね。 

今月はファミリービアパーティ例会です。初ドライバー委員

長の北條ワイズがいろいろと趣向を考えてくださっています

ので、みんなで楽しみましょう。 

9 月例会は熊本市医療政策課の清水さんと浅見さんにお

いでいただいて、先日皆さんにお見せした「メッセージノート」

の紹介と実際にみんなで考えて書き込んでみる機会を持つ

こととしました。ご自身の今後の生き方や医療に対する思い

を一度真剣に考えてみませんか？ 

 

７月第２例会報告 

３．ブリテン原稿 

熊本連絡会議報告  中村 ys 

7 月例会報告 北條 ys 

9 月 3 日 みなみＹＭＣＡ草刈り写真  内村 ys 

 

４．熊本連絡会議報告 

熊本連絡会議は第 4 火曜日に開催 

京都 YMCA より熊本震災募金 10000 人チケット販売、 

タオルマフラー販売 

チャリティーラン実行委員会   

12/10 農業公園ｶﾝﾄﾘｰﾊﾟｰｸ 10:00-14:00 

昨年参加者（ランナー）447 名だったので 

今年の参加者は 1000 人目標となった。 

みなみクラブは２チームを参加する。 

参加者：後藤会長、橋本 ys、桑原 ys、池澤 ys、杉野 ys、 

内村 ys 今井 ys、（予定：北條 ys、大村 ys） 

不測の場合はみなみＹ職員 

バザー出店は昨年同様 サトイモの販売を行う  中村 ys 

 

５．ファンドについて 

リンゴジュースが 120 箱中、現在 19 箱が残数となる 

里芋の販売を昨年同様、今年も行う 

 

６．ＹＭＣＡ報告 

サザンフェスタ 9/10 バザー協賛の依頼があり、 

8/15 実行委員会 

8/13 休館日、草刈り 18:30 リーダー感謝祭 

みなみワイズより 10000 円寄贈 

9/3 7:00 みなみワイズにてみなみＹＭＣＡの草刈りを実施 

          

 

 

 

７月例会報告 

北條将人 

 

７月１８日にキックオフ例会が開催されました。今回は後藤

会長が就任されてから最初の例会とのことで、まずは後藤会

長から今年度の基本的方針についてお話しがありました。会

長からは、今年度当クラブは「それぞれの幸せに寄り添う」と

いうテーマに沿って活動していくことが提案されました。幸せ

に関する価値観は人それぞれ違いますが、まずはお互いの

価値観を理解しあい、その上でお互いの幸せのために何を

行うべきか考えていこう、ということです。考えてみるとこれは

大切なことで、大きくは国際紛争から小さくは身の回りの人

間関係まで、お互いの価値観を認めないことや理解しないこ

とから諍いが生じているといえます。しかし言葉で「お互いの

価値観を理解する」と言えば大抵の方が賛同しますが、実際

に自分とは異なる価値観を理解するのは難しいことだと思わ

れ、だからこそ１年を掛けて学んでいく意味があるともいえま

す。ともあれ、このような会長の提案に出席の各メンバーが

全員一致で賛同し、今年１年間はこのテーマについて学習

し、ＹＭＣＡと協働できる取組を探すことになりました。 

 

（次ページへ続く） 



 

 

九州部 能地宏明書記 

 

九州部 小田哲也部長 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

村上 博 

 

  7/13(木)、全国の障害者議員の仲間たちと兵庫県の明石

市を視察しました。明石市は、瀬戸内海の明石海峡で獲れる

タコとタイが特産です。また、トロットロの卵焼き（⁉️）にタコが

入っている明石焼きは、2016 年のＢー１グランプリに輝いた

そうです。また日本標準子午線東経１３５度に位置することも

知られています。 

  明石市は神戸市を含む兵庫県内４１市町の自治体の中で

唯一、４年連続で人口が増え、2 年連続で出生数が増え、そ

の結果、市民税が増収しているそうです。 

  移り住む子育て世帯も多く、選ばれる『まち』として関西圏

では大人気。泉 房穂（いずみ・ふさほ）市長に会いましたが、

そのエネルギッシュさには圧倒されました。 

 

（次ページへつづく） 

特別寄稿 

『 タコとタイと明石焼き 』 

 

 

会長挨拶 

（7 月例会報告つづき） 

 

 その後、各委員長および各委員（つまり出席者全員）から

今年の抱負や今後どのようなクラブにしていきたいかの意

見表明が行われました。それぞれお考えは異なりますが、

皆さん当クラブの活動をより充実したものにしたいという気

持ちは共通していることは確認できました。 

 今年のテーマはシリアスですが、それでも楽しく無理なく

進めていかないと長続きしません。皆さん、メリハリつけて

楽しくやっていきましょう！ 

 

 

記念撮影 

 

九州部 草場修二事務局長 

 

ＹＭＣＡゲスト 



 

 

編集後記 

7 月例会でブリテン委員長としてなかなかブリテン作るのは難し

いと愚痴を言ってしまって申し訳なかったと思っています。2次会

の席ではいろいろとブリテン編集についてのアイデアをいただき

ました。さらに今月は村上ワイズに特別投稿もいただきました。

みなさまのブリテン作成への協力に心から感謝しています。どう

ぞこれからも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 

 

立秋が過ぎたとはいえ、残暑厳しさが残りますが、みなみセン

ターは、第１４回サザンフェスタへ向けて準備のラストスパート

に入っています。当日のボランティアをはじめ、多くの献品、

協賛をいただき感謝申し上げます。今後ともお力添えいただ

きますようお願い申し上げます。 

※８月１３日（日）はリーダー感謝会へのご支援ありがとうご

ざいました。 

 

８月３０日（水） 歌声広場わいわい English 

９月 ３日（日） ７:００am みなみＹＭＣＡ駐車場清掃 

（みなみワイズ除草作業） 

９月 ４日（月） ぶどうの木幼児園２０１８年度入園説明会② 

９月１０日（日） 第１４回サザンフェスタ（みなみ祭） 

９月１８日（祝） 熊本ＹＭＣＡブランディング研修会 

９月２７日（水） みなみＹＭＣＡ歌声広場わいわい 

 

ＹＭＣＡスタッフ紹介 

 

 
 

■丸内 陽子（まるうち ようこ） ぶどうの木幼児園 副園長 

 

１９９７年ウエルネス事業部のスタッフとして入職して２１年目

の勤務となりました。みなみ YMCA に赴任して２年目となりま

すが、赴任当初よりみなみワイズの皆さんの盛り上がりと一

致団結ぶりには驚かされた事を思い出します。今後とも皆様

と交流をさせて頂くことを楽しみにしております。 

 

 
 

■平島良子（ひらしま りょうこ）ぶどうの木幼児園 年長担任 

 

YMCA 水前寺幼稚園からぶどうの木幼児園に転任してきて２

年目となります。幼児園では子ども達に元気と刺激をもらいな

がら日々楽しく仕事をさせて頂いています。どうぞよろしくお

願い致します。 

 

熊本みなみ YMCA 通信 

中村邦雄 

 

今期最初の熊本連絡会議が東部ＹＭＣＡで７月２６日（火）

１９：００に開催されました。議長は水前寺クラブの白木尚登ワ

イズ、みなみクラブからは後藤会長・桑原ワイズ・藤元ワイズ・

堀ワイズ・中村ワイズの５名が登録メンバーです。会議は原

則として奇数月の第４火曜日開催です。 

今回の主要議題は次の通りでした。 

①前期会計決算・・・承認  ②次期・次次期議長選出・・・過

去１４期までに議長を出していないスピリットクラブと阿蘇クラ

ブが協議して両クラブのメンバーから次期と次次期の議長を

引き受ける。  ③京都部が今期ワイズデーの企画としてＪリ

ーグ２部の京都サンガとロアッソ熊本の試合（西京極スタジア

ム）を熊本震災復興支援のためチケット・支援グッズ販売、街

頭募金を計画している。連絡会議としての何らかの協力をし

たい・・・承認  ④第２回ナショナルチャリティーランを今期も

実施する・・承認 

その後、各クラブから今期の活動方針が発表されました。 

なお、次回は９月２６日１９：００に開催です。 

 

第 1 回熊本連絡会議報告 

 

ユニークな泉 

 

房穂（ふさほ）市長の名刺 

（特別寄稿 「タコとタイと明石焼き」つづき） 

 

人口増加で市民税や人気が高まった事で固定資産税の増収

など、結果、行政でいう貯金、基金が黒字に転換。その理由

を泉市長は「子どもを核としたまちづくり」など徹底して福祉に

投資したこと、と説明されました。たくさんの刺激を受けた明

石市訪問でした。 

 


