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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  

         

＜11 月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 11 月 21（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場 ホテル日航熊本 

 

１． 開式               司会：杉野ワイズ 

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． 入会式    宮崎睦美様 

８． 諸報告 

９． 食前感謝                 今井ワイズ 

１０．卓話 「在宅医療・緩和ケアの実際」 後藤会長 

１１．なごりはつきねど       全員 

１２．閉会点鐘     後藤会長 

 

＜１１月の誕生日＞ 

11/1 中島修子 ys、11/23 永田雅三 ys 

＜１１月のアニバーサリー＞ 

11/11 木佐貫浩一 ys・恵美子 mt 

（今月の聖句） 

中島修子 

 

「恵み深い主に感謝せよ。慈しみはとこしえに」 

 

             詩篇１１８篇１節 

 

 秋、１１月、収穫感謝。キリスト教の暦では１１月の収穫感謝祭

で一年が終わり、クリスマスから新しい一年が始まります。 

 この季節に感謝というテーマを考える時、知らない間に、自分

たちだけのことを考えているとしたら、もう一度考え直してみる必

要があると思います。 

 収穫感謝を考える時、想像力を豊かに働かせば、収穫にあず

かって力を出し合う人々へのつながりは大きく広がって行きま

す。その広がりの中に、神さまの恵みと慈しみに気付き、心から

「神さまありがとう」と感謝して、クリスマスを待ちたいと思いま

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 

＜１０月例会報告（含第 2 例会）＞ 

在籍会員  ２２名 ビジター １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    １名 みなみＹ招待 １名 

出席率  ６３．６％ 
出席者合計 １７名 
（第一例会  １７名） 

 

 



会 長 通 信   

2017/11/7 みなみ YMCA 19:30～21:00 

出席： 後藤会長、杉野 ys、池澤 ys、堀 ys、中村 ys、今井

ys、北條 ys、内村 ys 

 

１．10 月第一例会反省 

・ 卓話の内容について：ファーマダイワの主任ケアマネである

益永佳予子さんのお話は大変有意義で為になる話であっ

た。みなみワイズでも福祉・医療にかかわるメンバーが多く

理解できている方も多数いらっしゃるが、予防介護と介護の

違いや介護保険制度の深い知識につながる話で有意義で

あった。 

・  

２．11 月例会 11 月 21 日火曜日 19:30 ホテル日航 ６階 梅 

・ 司会（杉野 ys） 食前感謝（今井 ys） 受付（大村 ys） 

・ 卓話  後藤会長卓話 「在宅医療・緩和ケアの実態」 

スクリーン・プロジェクターは会長が準備 

・ 入会式 宮崎睦美さん 

・ 入会キットは内村書記にて準備する 

・ プロフィールは後藤会長より宮崎睦美さんへ依頼する 

・ スポンサーは宮崎 ys 

 

3． ブリテン原稿 

ジャガイモ料理ショー（北條 ys）、ジャガイモ荷卸し （内村

ys）、10 月例会 （内村 ys）、締切 11/17 

 

 第 1６代会長  後藤慶次 

「それぞれの幸せに寄り添う」 

 

急な冷え込みで、風邪をひきやすい季節となりました。イ

ンフルエンザワクチンの不足でもうすぐ 12 月というのにまだ

接種ができていない方も多いと聞きます。ワイズの皆さん方

はいかがでしょうか？ 

11 月 3 日のジャガイモ料理ショーでは、堀ワイズが連覇を

達成されました。さすが職人の技と唸らせる工夫を凝らした

料理でした。 

今月はとてもうれしい入会式があります。今季初の入会者

は宮崎睦美さん、プロフィールは紙面に譲りますがとてもチ

ャーミングで魅力的な女性です。お酒もお好きなようで、すで

に例会やジャガイモ料理ショーに参加くださり、みんなの輪

に溶け込んでおられます。楽しくワイズ活動に参加くださるこ

とを期待しています。 

今回の卓話は、「在宅医療・緩和ケアの実際」について私

が話をさせていただくことにしました。まだまだ本質的なとこ

ろが理解されていない在宅医療や在宅での看取り、あるい

は施設での医療の関わりや施設での看取りの実際をお話し

させていただき、今後皆さん方やご家族が要介護状態にな

られた際の選択肢の参考にしていただけたらと思います。 

12 月 10 日にはチャリティーランがあります。忘年会がそろそ

ろ始まる方もおられるでしょう。体調を崩さずに迎えられるよ

う注意しましょう。 

１０月第２例会報告 

4．熊本連絡会議報告 

・ 連絡会議にてワイズデイの実行について各クラブの意見を

求める案が出されているが、みなみクラブとしては、チャリテ

ィーランをワイズデイにした方が良いとの意見でまとまった。 

 

5．ファンドについて 

・ ジャガイモのファンドの仕入れ価格は送料込みで 399000 円 

・ 販売価格は 550000円であった。（ジャガイモ 260000、かぼち

ゃ 200000、三種盛り 90000） 

・ ジャガイモの味としては男爵のほうが良かった 

 

6．クリスマス例会について 

・ 12 月 19 日に開催する 

・ 出演者として後藤会長所属のアナログズにお願いする 

・ 会場は北條ドライバー委員長が選定し、ドライバー委員会を

開催する 

 

 

7．芦屋クラブ 20 周年記念クリスマス例会  2017/12/23（土） 

・ 後藤会長と今井 ys、今井メネットが参加予定 

 

8．その他 

・ 12/10 チャリティーランは予定通り３チームを出場、うち１チ

ームをみなみクラブから選出する 

・ 12/9 に中村 ys 宅にて橋本 ys が手伝って里芋の袋詰めを行

う 

・ 会場への搬入は中村 ys にお願いする 

          

 

 

 

１０月例会報告 

内村忠生 

 

本年度のみなみクラブの卓話は、後藤会長が在宅医療のド

クターであることもあり、私たちが支援する熊本YMCAみなみ

センターと、ＹＭＣＡが位置する場所での地域福祉とのかか

わりをみなみクラブメンバーを始めＹＭＣＡ職員、リーダーも

それを理解することを目指して、地域福祉にかかわる方々の

お話を繋いでまいりました。 

今回は、地域福祉の最前線でもある高齢者介護の役割を担

う居宅介護支援事業所等も多く展開されているファーマダイ

ワさんより、主任ケアマネージャーの益永佳代子様からお話

を伺いました。 

平成 12 年に始まった介護保険制度は、地域で暮らし続ける

高齢者の生活を支え、多くの利便性を提供するとともにそこ

で働く職員さんやケアマネージャーさんの責任やご苦労が伝

わってくるような内容のお話です。   （次のページへ続く） 

 

 



 

（10 月例会報告続き） 一口に介護保険と言ってもその仕組み

は多岐にわたり予防介護や介護保険等、漠然と知ってはいて

も、詳しく具体的には知らなかったことも多くあり、これから先の

国が進める地域包括ケアの取り組みにおいて、私たちワイズメ

ンズクラブもかかわっていくことで少しでも誰かのためになるこ

とを議論して実行していくことが必要ではないかという気持ち

を、多くのメンバーが心に秘めた卓話となりました。 

 

 

後藤会長 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

北條将人 

 

１１月３日、記念すべき第１１回みなみクラブジャガイモ料

理ショーが杉野クリニック研修棟にて開催されました。今回の

チャレンジャーは杉野、堀、内村という百戦錬磨の猛者どもに

加えて期待の新鋭橋本ワイズという面々、否が応でも期待に

胸と舌が高まります。私も子供２名を連れて、始まる前にクリ

ニック前の公園で子供たちと存分に遊ぶなどして腹を空かせ

て参加しました。 

まず戦いの火ぶたを切ったのは橋本ワイズ。ワイズポテト

たっぷりのコロッケに自家製タルタルソースを添えて出品で

す。丸く可愛らしいコロッケが中ホクホク、衣サックリで美味し

く、これにまたタルタルソースが合うこと、ビールも進みます。

タルタルソースは単品でもいける美味しさでした。若さで押し

た剛速球ど真ん中での勝負、三振の山を築くというところでし

ょうか。続いては内村ワイズの「ジャガイモのホイル焼き」で

す。すりつぶして団子状にしたジャガイモと野菜をアルミホイ

ルで包んで焼いたというもの、単純なようでいて、ジャガイモ

に工夫が凝らされており面白く、かつ焼き立てのホクホクで出

てくるものだからこれも絶品。杉野クリニック秘蔵の銘酒も出

てきて、冷やでチビリチビリやりながら完食しました。緩急付

けたピッチングで打者を翻弄、といったところでしょうか。酔い

とおなかが６分目くらいになったところで堀ワイズが「プロバン

ス風お焼き」、「ジャガイモ甘納豆」、「ジャガイモグラッセ」と三

連発、怒涛の攻勢に打って出ます。お焼きはジャガイモをす

り潰して片栗粉を混ぜて焼いたもの、フランスと日本の美しき

融合、和魂洋才の逸品でした。このころになると杉野クリニッ

クのワインセラーから秘蔵ワインが惜しげもなく供出され、

益々酔いが深まりました。ジャガイモグラッセもまさかのスイ

ーツでしたが美味しくいただきました。変幻自在の変化球で

打者を幻惑、といったところでしょうか。夜も更けてきたころ、

トリの杉野ワイズの「ジャガイモのコンビーフ焼き」が出てきま

した。私は正直この時点でかなり酔っており舌も麻痺して審

査員の資格はなかったのですが、薄く焼いたポテトにコンビ

ーフの塩味が程よく絡み合い、パリパリと香ばしかったのを覚

えています。これはまさかのユルユル低速級で打者が振り切

れずにストライク入っちゃった感じでしょうか？ 

最後に酔いどれたちの厳正な審査の結果、堀ワイズがチ

ャンピオンに輝きました。おめでとうございます。これを機に

益々ジャガイモ料理研究に励んでほしいと思います。でも私

にはどれも甲乙つけがたい美味しさでした。 

 

  
 

ジャガイモ料理ショー報告 

 

新入会員紹介 

 

 
 

宮崎睦美 （1972 年 1 月 7 日生） 

訪問グリーフケア 一般社団法人 繋(つなぐ) 

 

熊本とは歴史や地質までも縁が深い、忠臣蔵ゆかりの地

『播州赤穂』で育ちました。10 年ほど前に熊本に移り住み、

現在は自宅周りは温泉いっぱいの菊池市は七城町に住ん

でいます。趣味は自然の写真を撮ることと、ドライブ。そして

楽しくお酒を頂くこと。仕事は、緩和ケアバカと言われるほど

に、看護師として緩和ケア病棟ナースをしておりましたが, 

緩和ケアの一分野であるグリーフケアを社会に普及させると

いう信念が生まれ、訪問グリーフケアの法人を設立いたしま

した。みなみメンズワイズクラブの皆さんとは、ビアパーティ

ーにお誘い頂いたことがきっかけで、語り合う場の雰囲気や

奉仕活動内容報告に温かさを感じました。入会にあたり、た

だ仕事に打ち込むだけではなく、奉仕活動や寄付を通して

社会への貢献に努めさせて頂きながら、皆さんとの交流の

中で疲れを癒し、また学びの場とさせて頂きます。よろしくお

願いします。 

 

 

 

 

 

 

ＹＭＣＡスタッフ 

 

バースディ＆アニバーサリー 

 

ビジター宮崎睦美様 



 

 

編集後記 

今月は原稿の集まりが比較的早く、とても助かりました。 

これからもこの調子でぜひ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 

 

ＹＭＣＡ年末募金がスタートしております。みなみセンター

は、１５０万円の目標額へ向けて活動しております。皆様のご

理解とご協力をよろしくお願い致します。１２／３（日）街頭募

金へのご参加も合わせてよろしくおねがいします。その他、市

民クリスマス会やチャリティーランと行事が目白押しの１２月

です。 

 

１１月２２日（水） みなみセンター歌声広場わいわい 

１２月 ３日（日） ＹＭＣＡ年末街頭募金 

    ５日（火） 市民クリスマス講演会  

＊くまもと森都心プラザホール 

   １０日（日） 第２回熊本ＹＭＣＡチャリティーラン 

   １７日（日） みなみセンタークリスマス会 

   ２０日（水） みなみセンター歌声広場わいわい 

   ２５日（月） ウインタースクール 

 

ＹＭＣＡスタッフ紹介 

 

 
 

■桑原 奈緒子（くわはら なおこ）キンギョリーダー 

みなみセンター副館長／子育て支援事業部 副部長 

１９９９年、専門学校スタッフとして入職、野外活動や社会体

育の人材育成に携わってきました。今年３月からみなみセン

ター副館長として、労務管理を行っています。また、子育て

支援事業部副部長として、アフタースクールを担当、毎日が

新たな学びの場となっています。趣味はダンスとスキー、冬

が待ち遠しいです 

熊本みなみ YMCA 通信 

ＹＭＣＡ年末募金キックオフパーティ報告 

北條将人 

 

１１月１日にＹＭＣＡ中央センターにて年末募金キックオフパ

ーティが開催されました。みなみクラブからは私・北條と中村

ワイズが参加しました。はじめに田中俊夫・リソース推進委員

長の方から趣旨説明および目標額として１５００万円とするこ

とが発表されました。また募金の先魁として田中委員長自ら

相当額の募金を行いました。 

その後はＹＭＣＡ及びワイズ関係者やネパールや中国、台

湾等からの留学生も交えて和やかな雰囲気のもとパーティが

行われました。私は主にネパールの学生と話をしましたが、ま

ずは日本の企業に就職して優れた技術や仕事のノウハウ等

を吸収した上で、いつかは帰国して起業したいとのことで、若

さと情熱が瞳の輝きにも表れていました。 

皆にお酒が回って良い気分になったところでチャリティーオ

ークションが始まりました。話題の日本酒「獺祭」などが出典さ

れ、ほろ酔いで気持ち（チャリティー精神？）が大きくなった皆

さんが気前よく次々と高値を付けて、かなりの値段で落札され

ました。「特選みかん」が競りに出されたとき、私は打って出る

ことを決意しました。まず財布を覗きましたが５０００円札１枚

しかなく、ここで両替やお釣りなどと言うわけにも行かず、せこ

い私にしては大胆にも５０００円でみかん数袋を落札し、さら

にはこれを留学生に分け与えるという善行を行いました。オー

クションは酒が回った後にやるべし、良い教訓となりました。 

その後、手品等もあり楽しくパーティが終了しました。ＹＭＣ

Ａ年末募金は経済的な困難を抱えるこどもたちの支援や学

生・留学生への支援、国際協力や復興支援などに充てられま

す。是非皆様の大きな善意の一部をこの募金に振り向けてい

ただくようお願い申し上げます。 

内村忠生 

 

今回のジャガイモの荷卸しも、例年同様に熊本クラブの吉本

ワイズの会社で 10 月 21 日 9 時より行われました。 

今日みなみクラブがみなみセンターへ運ぶ量はジャガイモ

（農林 60 箱+男爵 70 箱）、かぼちゃ（80 箱）、三種盛り（30

箱）、計 240 箱をＹＭＣＡのワンボックスと各メンバーの乗用車

に分けて無事に運ぶことができ、みなみセンターの入り口に

積み上げられたこれらのジャガイモ、かぼちゃ、三種盛りの段

ボールが一日も早く販売し、購入していただく方が美味しく口

にすることができることを祈っています。 

 

  

ジャガイモ荷卸し報告 


