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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  

         

＜10 月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 10 月１７（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場 ホテル日航熊本 

 

１． 開式               司会：内村ワイズ 

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 「早わかり・介護保険の話  

－これからの暮らしに備えるために－」 

株式会社ファーマダイワ 益永佳予子氏 

１０．なごりはつきねど      全員 

１１．閉会点鐘     後藤会長 

 

＜１０月の誕生日＞ 

10/11 村上和枝 mt、10/15 中村勝子 mt 

＜１０月のアニバーサリー＞ 

10/5 池澤誠 ys・理恵 mt、10/31 杉野茂人 ys・美江 mt 

（今月の聖句） 

岡 成也 

憐れみ深い人々は、幸いである、その人たちは憐れみを受ける             

マタイによる福音書 ５章７節 

 

今、私たちに求められる能力の一つに「コミュニケーション力」

があります、ＳＮＳ等様々なツールを用いて、不特定多数の人と

の関わりも容易な一方で、人と人との絆や関係が希薄になり、

身近な自分の生活領域のみを大切にする社会風潮となりがち

で、家族までもがつながりが失われていく時代かもしれません。 

イエスが「山上の説教」で語られた８つの幸福の一節の一つ、

「憐れみ深い人々は、幸いである、その人たちは憐れみを受け

る」聖書の「憐れみ」は「愛」、「救い」の意味をも含む言葉の一つ

です。憐れみ深い関係を追い求めること、憐れみ深い関係を何

人の者と持つことができるか、それが幸せの一つのバロメータ

ーかもしれません。互いに心を開き、認め合い、助け合う、深い

信頼関係を築くことこそワイズライフの基本かもしれません。 

 

☆ 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 

＜９月例会報告（含第 2 例会）＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター ３名 

出席会員  １４名 メネット  ０名 

広義会員  なし コメット  ０名 

ゲスト    ３名 みなみＹ招待 ２名 

出席率  ６３．６％ 
出席者合計 ２２名 
（第一例会  ２１名） 

 

 



会 長 通 信   

2017/10/3 みなみ YMCA 19:30～21:00 

出席： 後藤会長、大村 ys、橋本 ys、池澤 ys、堀 ys、中

村 ys、桑原 ys、今井 ys、北條 ys、内村 ys 

１．10 月第一例会 

・司会 内村 ys、食前感謝 池澤 ys（中村 ys）、 

受付 大村 ys・今井 ys 

・卓話者 ファーマダイワ介護支援専門員  

益永佳予子さん 仮題（ケアマネージャーの仕事） 

２．ブリテン原稿 

今月締切 10/13（金） 

九州部会 内村 ys 

阿蘇クラブ 10 周年記念例会 桑原 ys 

３．熊本連絡会議報告 

YMCA スタッフ 1 名のアメリカ研修 50 万円に対する支

援の件。ジェーンズクラブより 30 万円拠出し、他クラブ

で案分する予定。 

ワイズデイ 11/12 ミカン狩りツアー 9:00~ 

４．ファンドについて 

・ ジャガイモのファンド、ジャガイモ 2000 円（農林 60 箱+

男爵 70 箱）、かぼちゃ 3000 円（80 箱）、三種盛り 3500

円（30 箱）、計 240 箱 10/21 8:30-8:45 集合（富合工

業団地） 

・ 11/3（文化の日）にジャガイモ料理ショーを 13：00 より

開催する。 

 第 1６代会長  後藤慶次 

「それぞれの幸せに寄り添う」 

 

もう暦の上ではとっくに秋ですが、昼は 30 度近い気温の日

が続いており、服の選択に毎日迷ってしまうところです。 

 さて熊本地震から 1 年半が経過しました。まだ仮設住宅や

みなし仮設で仮住まいを続ける方が 4 万 5000 人もおられ、

この半年で 6%しか減っていないとのこと。仮設住宅への入居

期限の延長も条件付きで認められるようですが、住まいの再

建にはいろいろな課題があり簡単には進みそうにありませ

ん。仕事で仮設住宅やみなし仮設に訪問をしていますが、ま

だ解体の順番が回ってこない、マンションの住人の意見がま

とまらず方針が決まらないなど個別の事情は様々です。 

 秋と言えば、ジャガイモファンドです。今年も 10 月 21 日土

曜日に入荷いたします。私の周囲にも楽しみにしている方々

がおられ、9 月になるといつですかと尋ねられます。恒例の

杉野ワイズ邸でのジャガイモ料理ショーは今年は 11 月 3 日

金曜日開催の予定です。今年はどなたが大賞を獲得するで

しょうか？たくさんの方々のエントリーを期待しています。 

ビジターを誘って、EMC にもつなげていきましょう。 

 10 月例会では「早わかり・介護保険の話~これからの暮らし

に備えるために~」と題してファーマダイワ居宅介護支援事業

所の主任ケアマネジャーの益永佳予子様に卓話をいただき

ます。もし要介護状態になった時にそれからの船頭役として

キーマンになるケアマネジャーの仕事についてじっくりとみん

なで学びましょう。 

１０月第２例会報告 

 

 

５．その他 

・ 12/23（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。（現在 後藤会長 数名

を募集）※岩国みなみクラブより数名が参加、例会後 DBC

を行う。祝い金 20000 円 

・ アニバーサリープレゼントは珈琲挽豆とし、橋本 ys が購入

し持参する。 

・ チャリティーラン・バザーにて里芋の販売を行う。（中村 ys）

出店料 3000 円、1500g×50 袋、差益はチャリティランへ寄

付する。11/10 締切。 

・ 京都チャリティーサッカーはタオル月チケット 3000 円を5 枚

購入する。（ファンド出金） 

・ 新入会員の件、後藤会長より入会式の日程を打診。11 月

入会。 

・ YMCA 連絡主事としてスタッフが参加したほうが良い（中村

ys より打診） 

          

 

 

 

９月例会報告 

橋本大耶 

 

9 月例会は、内村ワイズのコメットであられる麗さんに出席い

ただきAYCユースコンボケーションの活動報告 をしていただ

きました。報告の中で他国の方々と勉強されている姿や大勢

で楽しげにレクリエーションをされている姿があり、そのバイ

タリティと行動力、勤勉さに、改めて学ぶことの大切さを身を

もって教えてくれたのでした。  

また今期は「それぞれの幸せに寄り添う」ことをテーマに活動

することとなり、 記念すべき第 1 回目の卓話は熊本市医療

政策課より浅見様と清水様をお迎えしまして、『メッセージノ

ート』のお話を伺いました。  

このノートは自分が重い病気になった時や介護が必要になっ

た時に、慌てたり困ったりしないよう事前に考え、家族と話し

たりするきっかけの 1 つになればという願いから生まれた熊

本市が作成したノートです。  

実際にノートを作成してみると、自分が『その時』を迎えた時

に「どうしたいのか」、「どうありたいのか」という気持ちや願い

を考える良いきっかけになりました。ご存じない方は、この機

会に自分を知り、知ってもらうきっかけ作りにされてみてはい

かがでしょうか。 

 

卓話 「メッセージノート」 



 

 

 

 

後藤会長 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

内村忠生 

 

10 月 1 日に開催された第 36 回九州部部会は、小田部長とホ

ストクラブ福岡中央クラブ齊藤会長のもと、1 西日本区役員及

び西日本区 14 クラブ、九州部 15 クラブ総勢 123 名の参加で

九州各クラブのバナーセレモニーによる幕開けで盛大に開催

されました。 

みなみクラブからは後藤会長、桑原ｙｓ、内村ｙｓの三名が参

加し、第一部では九州部評議会報告、事業主任、主査挨拶

が行われ、つづく第二部では「困難を抱える子ども達の将来

を考える」シンポジウムでフードバンク福岡の雪田理事長・い

るかネットの田口代表理事により、フードバンクと子ども食堂

の活動、無料塾マナビバの活動が紹介されました。第二部の

後半では今回のＡＹＣユースコンボケーションに参加した３名

のコメット、孫めっとによりタイチェンマイでの報告が行われ会

場から大きな拍手が送られました。 

第三部として、同会場での懇親会では、おいしい食事やお酒

に加えて阿蘇クラブより持ち込まれお昼からじっくり焼き上げ

られた阿蘇の赤牛を参加者全員が堪能することができた大

いに懇親を深め楽しい九州部会が開催されたことがとても喜

ばしい限りです。 

九州部部会報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＹＭＣＡスタッフ 

 

ユースコンボケーション報告 

内村 麗さん 

 

ミャンマーモガウンエイズ孤児 

支援金贈呈式 

桑原純一郎 

 

 １０月７日阿蘇市にて阿蘇クラブ１０周年記念例会が開催さ

れました。阿蘇市社会福祉協議会で行われた記念講演で

は、鹿屋市の柳谷（やねだん）の公民館館長 豊重哲郎氏

が、「震災を乗り越えて阿蘇の 再生を考える」という提案を、

２時間も熱く語られました。久しぶりのヤネダン講演でした

が、豊重氏も相変わらずお元気で、ヤネダンの経験を阿蘇の

震災復興にどうやれば活かすことができるか、細かに提案さ

れていました。YMCA を中心に実現されることを祈ります。 

 夕方から阿蘇キャンプ場に移動して祝賀会が行われまし

た。例会では５名（１名は移籍）の新会員の入会式が行わ

れ、これで会員数２５名になります。懇親会は恒例の赤牛の

丸焼きから始まり、山海のご馳走が山盛りでした。西日本区

から大野理事をはじめ、６０名のワイズメンがお祝いに駆けつ

けました。僕は野暮用があって中座しましたが、楽しい宴が

夜更けまで続いたことでしょう。 

 

 

阿蘇クラブ１０周年記念例会参加報告 



 

 

編集後記 

10 月号のブリテンいかがでしょうか。 

木村成寿連絡主事が東京での研修中ですので、留守を預か

るスタッフの方々のお力で今月来月のブリテンを作成してい

ます。木村連絡主事には東京から原稿をいただいています。

みなさまのご協力によってブリテンができています。スタッフ

の皆様、メンバーの皆様ありがとうございます。 

                    ブリテン委員長 池澤 誠 

連絡主事 木村成寿 

 

いよいよ、１０月より日本ＹＭＣＡブランディングがスタートしま

した。「みつかる。つながる。よくなっていく。」をコンセプトに、

内から地域、そして日本全体へ伝わっていくように発信してい

きたいと思います。皆様のご協力よろしくお願い致します。ブ

ランディングに伴い、ＹＭＣＡ表記が「センター」へ変更になり

ます。 

 旧：公益財団法人熊本ＹＭＣＡ みなみＹＭＣＡ 

（ぶどうの木幼児園） 

 新：公益財団法人熊本ＹＭＣＡ みなみセンター 

（ぶどうの木幼児園） 

※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。 

  

１０月２５日（水） みなみセンター歌声広場わいわい 

２８日（土） ウインタープログラム募集スタート 

  ～３１日（火） 秋の成人ウエルネスキャンペーン 

１１月 １日（水） ＹＭＣＡ募金スタート 

９日（木） 浜線ボランティア活動（第２回清掃） 

    １２日（日） 熊本ＹＭＣＡ体操フェスティバル 

    １２日（日）～１８日（土） 

          ＹＭＣＡ・ＹＷＣＡ世界合同祈祷週 

    １９日（日） 熊本ＹＭＣＡサッカーフェスティバル 

２２日（水） みなみセンター歌声広場わいわい 

 

ＹＭＣＡスタッフ紹介 

 

 
 

■眞西 優治(まにし ゆうじ) ゆうゆうリーダー 

グローバル事業部／センター総務 

 

マリア幼稚園で阿蘇キャンプ場をお泊り保育で訪れたのが

YMCA との出会いでした。長い年月が過ぎ、大学時代にキャ

ンプリーダーとして関わり、職員として入会。今年で 12 年目

の今に至ります。現在は、グローバル事業部副部長として

英語教育を中心に関わっています。今後ともどうぞよろしく

お願いいたします。 

熊本みなみ YMCA 通信 

第２回熊本連絡会議報告 

中村邦雄 

 

９月２６日にＹＭＣＡ東部センターで開催され、主な議案は次

の通りでした。 

①熊本ＹＭＣＡのスタッフをアメリカに研修派遣する事業を連

絡会議として応援する。今後ジェーンズの立野会長をリーダ

ーに委員会を立ち上げて計画していく。 

②スピリットクラブの生駒会長から１１月１２日にミカン狩りを

行いたいので各クラブからも４～５名参加してほしいとの案内

がありました。詳細は後藤会長に聞いて下さい。 

③今期ワイズデーについて、各クラブの意見を集約して１１月

の連絡会議で検討する。 

④１２月１０日開催の熊本ＹＭＣＡチャリティーランへの協力に

ついて、ランへの参加は１１月３０日締め切り、目標は千名で

す。同時開催のバザー出店は１０月３０日締め切りで、みなみ

クラブは昨年に引き続き里芋販売の予定です。 

⑤先に開催されたＹＭＣＡ研修会後の懇親会への支援が６ク

ラブにとどまったことから、今後計画される熊本ＹＭＣＡの行事

へのサポートに各クラブが一致して協力してほしいとの要望

が議長からありました。 

⑥京都部のワイズデー行事「熊本震災復興応援京都サンガＶ

Ｓ熊本ロアッソ戦・京都で開催」を応援するため、各クラブがチ

ケット（\3,000 応援タオル付）を５枚ずつ購入する。 

その他、阿蘇クラブから１０周年の案内、連絡会議の件会費

納入依頼がありました。 

なお、次回連絡会議は１１月２８日です。 

 

１０月例会卓話者紹介 

 

益永佳予子氏 
株式会社ファーマダイワ 

居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員。 

 

1988 年熊本県立公衆衛生看護学院卒業。 

熊本市内で助産師、保健師で病院に勤務の後、 

2000 年介護保険元年より介護支援専門員、 

2005 年より現職。 

2012 年熊本大学大学院社会文化科学研究科 

博士前期課程修了。 

 

趣味はここ数年登山。 


