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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  

         

＜９月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 ９月１９（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場 ホテル日航熊本 

 

１． 開式               司会：橋本ワイズ 

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． 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                 池澤ワイズ 

９． 卓話 「メッセージノート」 

熊本市医療政策課 清水奈味氏、浅見直美氏 

１０．なごりはつきねど      全員 

１１．閉会点鐘     後藤会長 

 

＜７月の誕生日＞ 

9/8 今井政文 ys、 9/13 寺田健一 mt 

 

＜7 月のアニバーサリー＞ 

9/15 麻生伸一・雅子、 9/16 中島修子・裕二 

（今月の聖句） 

中村邦雄 

 

だれに対しても悪に悪を返さず、すべての人の前で善を行うよう

に心がけなさい。できれば、あなたがたは、すべての人と平和に

暮らしなさい。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。 

             ローマの信徒への手紙１２章１７節～ 

 

最近、世界のあちらこちらで人々が分断される傾向が顕著にな

ってきています。ナショナリズムによる国の分断、宗教に名を借

りた分断、人種による分断、貧富による分断など、様々な形で分

断が進行しているように思われます。そして、私たちの周りから

寛容な心が失われつつあるようで心が痛みます。パウロはロー

マの信徒への手紙の中でこのような時こそ善をもって悪に勝て

と励ましの言葉を記しているのです。これを実行するのはとても

難しいことだと思いますが、暗い世相に身震いしそうな時の指針

となる言葉だと思います。 

☆ 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 

＜８月例会報告（含第 2 例会）＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター ６名 

出席会員  １６名 メネット  ２名 

広義会員  なし コメット  ８名 

ゲスト    ０名 みなみＹ招待 ２名 

出席率  ７２．７％ 出席者合計 ３４名 

 

 



 

 

会 長 通 信   

2017/9/5 みなみ YMCA 19:30～21:00 

 

出席：後藤会長、木村連絡主事、大村 ys、橋本 ys、池澤

ys、堀 ys、杉野 ys、内村 ys 

 

１．9 月第一例会 

司会 橋本 ys、 

食前感謝 池澤 ys（中村 ys）、 

受付 大村 ys・内村 ys 

卓話者 熊本市医療政策課  

清水奈味さん、浅見直美さん （出前講座） 

※謝礼は渡せないので記念になるものを差し上げる 

・報告の中で、ＡＹＣユースコンボケーション報告 

を入れる１０分（要）スクリーン・プロジェクター 

 内村麗さん 

・ミャンマー募金の進呈式を行う 

 今井直前会長→木村連絡主事 

・本年度の新たなアニバーサリープレゼントを考える 

（橋本 ys） 

 

２．10 月例会 

卓話者：ファーマダイワ主任ケアマネージャー  

益永佳予子さん （仮）ケアマネージャーの仕事 

 

３．ブリテン原稿 

・サザンフェスタ報告  橋本 ys 

・リーダー感謝祭  木村連絡主事 

・今月締切 １５日 

 第 1６代会長  後藤慶次 

「それぞれの幸せに寄り添う」 

 

 PM2.5 でスカッとした秋空を見ることが少なくなったな。と思

っていたら、今度はどこからミサイルが降ってくるかわからな

い。J アラートなるものがけたたましく鳴り響き、みんなが慌

てふためく。韓国では地下にシェルターが作られているそう

だが、日本にはない。数分で飛んでくるなら逃げるより、じっ

としていた方が安全ではないかとも思うし、実際どこに飛ん

でくるかもわからないものにどう備えるんだろう。果たして本

当に核弾頭を積んで発射することがあるのだろうか？考えて

も仕方がないのかもしれない。 

 今月は、自分や家族の将来に備えて、熊本市が作成したメ

ッセージノートの説明を受けて実際にみんなで書いてみる機

会を持ちます。人生の最終段階に受けたい医療について、

どのように考え、どのように選択したらよいのかを共に学び、

ともに考えてみましょう。もちろん、今日決めたことが変わら

ないでいる必要はありません。心変わりしてもちっとも構わな

いのです。いずれ避けては通れない問題を真正面から見つ

めることは、新しい自分の発見につながるかもしれません。

いざ、始めましょう。 

９月第２例会報告 

 

４．熊本連絡会議報告 

・在熊クラブ新年合同例会は移動例会としない、みなみクラブ

としての通常の第一例会をホテル日航熊本にて開催する 

 

５．ファンドについて 

・ジャガイモの種類別の箱数や三種盛りの箱数を決める 

・１０月２１日（土）に吉本 ys の会社で荷降ろしを行う 

・１１月３日（文化の日）にジャガイモ料理ショーを開催する 

 

６．ＹＭＣＡ報告 

・チャリティーランの出走チームはみなみＹ・Ｙｓ全体で６チーム

とする 

・参加費をみなみＹＭＣＡ・みなみクラブ各１０００円とする 

・不足分の３００００円をみなみクラブからファンドにて拠出する 

 

７．その他 

・１２月２３日（土）ＤＢＣの芦屋クラブの２０周年記念例会への参

加者を募って芦屋クラブへ連絡する 

          

 

 

 

８月例会報告 

内村忠生 

 

暑い暑い夏の夜。美味しいビールが飲みたいという多くの声

に従い。 

熊本で一番ビールがうまいと呼び声高き「オーデン」にて、

2017 年度ファミリービアパーティーが開催されました。 

メンバー、ファミリー、ビジターと例年通りの 32 名と多くの参

加があり、旨いビールに合うソーセージ、アイスバインほか料

理を堪能できたようです。 

今回は北條ワイズ率いるドラーバーズ委員会による催し物

で、各テーブル選抜による絵心対決、コメット編と大人編で

は、知ってるようでいざ書こうと思うと正確にかけない、ピカチ

ュウやドラエモンなど、優勝者は北條元瑛コメットと丸内職員

が賞品を勝ち取ることができました。 

続いてのアトラクションは、極細ストローによる早飲み競争で

は、コメットチームで同じく北條元瑛コメットが一番となり、大

人によるビール早飲み競争では宮崎ワイズがダントツの速さ

で優勝となり商品ゲットです。 

今回のメインイベントは、掘ワイズと北條ワイズによる弾き語

り歌声ミュージックショーで、密かに練習を重ねた成果を本番

で大いに披露していただき、大喝采を浴びて楽しい楽しービ

アパーティーが終了したのでした。 

 



 

 

 

 

 

 

後藤会長 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

橋本大耶 

 

昨年は台風の影響もあり雨天での開催ということで心配して

おりましたが、そんな心配をよそに晴天に恵まれた空の下、

第 14 回目のサザンフェスタを迎えることができました。 

今回は例年大人気のパインアイス 200 個と、2 回目の販売と

なるたこ焼き 300 パックを目標に販売を行いました。 

昨年の経験からたこ焼きの焼き場には、両側から焼けるよう

に片側 4 名の 8 名を配置。その中には村上 y’s の連れてこら

れたインターンシップ生 2 名も参加いただきました。その他に

生地の流し込みに 1 名、タコ等の材料配置に 1 名、パック詰

めに 2 名、販売に 1 名と充実の販売体制。 

11 時過ぎから焼き始め、販売ストックを作り準備万端で 12 時

から販売スタートしました。が、開始 5 分でストック分完売。 

以降はたこ焼きを求める人々の行列が並び、一時は 30 名近

くお待たせするほどの賑わいでした。 

賑わう声に応えるべく、準備開始の 11 時半から販売終了の

15 時過ぎまでほとんど休むこと無くメンバー全員で協力しな

がら商品を提供し続けました。 

汗だくになりならが、ほとんど手を止めること無く焼き続ける

姿、たこ焼きを提供し続ける姿に職人の背中を見ることがで

きました。 

みなさまのご協力のおかげで、目標には届きませんでしたが

昨年を超える計 231 パックを売り上げることができ、 

また例年大人気のパインアイスは晴天に恵まれたこともあっ

たのか13時過ぎには200本全て完売し、大きな売上と収益を

上げることができました。 

文面にて失礼ではございますがサザンフェスタ開催に向けご

協力いただいたみなさまに心よりお礼申し上げます。ありがと

うございました。 

今回の経験と反省を踏まえ、来年はより上達した販売計画で

進めさせていただきます。 

 

サザンフェスタ報告 

 

 

 

 

ビール早飲み競争 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジュース早飲み競争 



 

 

編集後記 

9 月号のブリテンはサザンフェスタやその前の草刈り奉仕など、

いろいろとイベントがあり、盛りだくさんの内容となりました。原

稿をお寄せいただいた皆様ありがとうございます。これから良い

季節になってきます。ワイズ活動もイベントが増えてきます。ブリ

テンでうまく伝えられたらと思います。 

                    ブリテン委員長 池澤 誠 

連絡主事 木村成寿 

先日は、第１４回サザンフェスタにおいて多大なるご協力を賜

りましてありがとうございました。当日は、２，０００名を超える

来場者に支えられ盛会のうちに終了しましたこと感謝申し上

げます。おかげ様で、約７５万円の収益金が確保できましたこ

と感謝申し上げます。（９／１１現在）１２月は、第２回熊本ＹＭ

ＣＡチャリティーランが予定されております。今後ともよろしくお

願い致します。 

※木村は９／１９～１２／２の期間、日本ＹＭＣＡスタッフ研

修に参加しております 

 

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 

 

 
 

■高原 憲吾（たかはら けんご） ごくうリーダー   

＊ウエルネス事業部 

入職してから 11 年目、その間 2 年間みなみに勤務した経緯

があります。 

このたび、5 年ぶりにみなみセンターに戻って参りました。現

在は体操の主任（チーフ）をさせていただいております。今

から、みなみＹＭＣＡを盛り上げます。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 
 

■松野 利美（まつの さとみ） クッキーリーダー   

＊ウエルネス事業部 

４月から熊本ＹＭＣＡに入職しました。みなみＹＭＣＡでは、成

人ウエルネス、こども水泳を担当しています。 

まだ分からないことがたくさんありますが、諸先輩方にご指

導いただきながら笑顔を大切にこれからも頑張っていきたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

熊本みなみ YMCA 通信 

連絡主事 木村成寿 

８／１３は、みなみＹＭＣＡリーダー感謝会を開催いたしまし

た。みなみワイズから６名の皆様にご参加いただき、総勢３

６名で開催いたしました。ユースリーダーへの参加費補助

を賜り、ありがとうございました。 

みなみＹＭＣＡリーダー感謝会報告 

ＹＭＣＡ草刈り奉仕活動報告 

内村忠生 

９月３日（日）、早朝よりＹＭＣＡみなみセンターにて、橋本ＹＭ

ＣＡサービス委員長の元９名のみなみクラブメンバーと木村連

絡主事で毎年恒例の草刈り奉仕作業を行いました。 

この草刈り奉仕作業は、来週日曜日９月１０日に開催されま

すサザンフェスタに向けてＹＭＣＡ駐車場を綺麗にしておこうと

いうものです。 

今回は例年に比べて草の伸びが良いのか、全員でせっせせ

っせと刈り取って袋詰めにした量は９０リッターの袋に、なんと

３７袋に至る量を集めることができました。 

朝に気持ち良い時間の奉仕作業はすがすがしい気持ちで終

わり、今日の休日を充実した一日にしてくれたようです。 

 

 

9 月例会卓話者紹介 

 
清水 奈味氏 
大分県出身 

平成 12 年 熊本大学薬学部卒業、薬剤師免許取得 

平成 14 年 熊本市役所入庁 熊本市民病院薬剤部配属 

平成 22 年 医療政策課に異動   現在に至る 

 

浅見 直美氏 
平成元年より訪問看護師として診療所で勤務 

平成 12 年より介護支援専門員として兼務 

平成 27 年 6 月 退職 

平成 27 年 10 月 医療政策課 医療相談窓口担当として採用 

現在に至る 


