
2017 

□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  

         

＜1２月ファミリークリスマス例会プログラム＞ 

 

◇日時 12 月 19（火） １９：３０～２１：３0 

◇会場 ぺいあの PLUS 

 

＜第 1 部＞ 

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． 諸報告 

６． 食前感謝   橋本ワイズ 

 

＜第 2 部＞     司会：大村ワイズ 

７． 乾杯    藤元ワイズ 

８． ハッピーバースデー・アニバーサリー 

                  

９．コーラスグループ 「アナログズ」 

① きよしこの夜 

② Java Jive 

③ Bad 

 

１０．チャリティーオークション 

      

１１．堀＆北條デュオ 「サザンブリザード」 

＆じゃんけん大会 

① ブルークリスマス 

② ウィンターワンダーランド 

③ ハッピークリスマス 

 

１２．なごりはつきねど       全員 

１３．閉会点鐘     後藤会長 

 

（今月の聖句） 

木村 成寿 

「何事にも時があり天の下の出来事にはすべて定められた時が

ある。」 

             （旧約聖書）コヘレトの言葉３章１節 

 

 街を彩る華やかなクリスマスの飾りを目にするたびに、「クリス

マスの本当の意味」を私たちは伝えていくことが大切だと気づか

されます。イエスが、生まれたのは馬小屋でした。また、それを

最初に見つけたのは当時とても貧しかった羊飼いだと聖書は語

っています。華やかなものからは目に入らないものや悩む人々

だったからこそ、イエスの誕生と希望が重なり合ったのだと考え

させられます。 

 「死」ということに正面から向き合う人間は、言い換えれば「ど

のように生きるか」が、いつも問われています。神様の定めた時

に応じて、私たちはイエス・キリストが示した「すべての人々に寄

り添って歩む」という大切な価値を見失わないようにしたいもの

です。Merry Christmas！ 

☆ 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,   

＜１１月例会報告（含第 2 例会）＞ 

在籍会員  ２３名 ビジター １名 

出席会員  １５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 １名 

出席率  ６５．２％ 
出席者合計 １７名 
（第一例会  １７名） 

 

 

 

＜１２月の誕生日＞ 

12/19 藤元俊輔ワイズ、12/18 麻生雅子メネット、 

12/19 中島裕二メネット、12/23 杉野美江メネット 

 

＜１２月の結婚記念日＞ 

12/6 大村浩士ワイズ・雅代メネット 

 



会 長 通 信   

2017/12/5 みなみ YMCA 19:30～21:00 

出席： 後藤会長、桑原 ys、杉野 ys、池澤 ys、堀 ys、今井

ys、大村 ys、中村 ys、橋本 ys、北條 ys、内村 ys 

 

１．11 月第一例会反省 

卓話の内容について 

後藤会長の在宅医療で終末を家で迎える家族の苦悩や

喜びを知ることができた。 

２．12 月例会 12 月 19 日火曜日 19:30～ ぺいあのプラス 

司会（大村 ys）食前感謝（橋本 ys） 受付（大村 ys、内村 ys） 

後藤会長のアナログズのクリスマスソングを歌ってもらう 

「サザンブリザード」北條ｙｓ、堀ｙｓに歌ってもらう 

オークションを開催する 

例会会場でドライバー委員会を開催する 

3．ブリテン原稿 

今月の聖句： 木村連絡主事 

会長通信： 後藤会長 

１２月第２例会報告： 内村書記 

１１月例会報告：  杉野ワイズ 

第３回熊本連絡会議報告： 後藤会長 

チャリティーラン報告： 橋本 Y サ委員長 

ＹＭＣＡスタッフ紹介： 木村連絡主事 

みなみＹＭＣＡ通信： 木村連絡主事 

4． 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 宅にて内村 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 

1.5kg 詰めにして 1000 円で販売 

 

 

 第 1６代会長  後藤慶次 

「それぞれの幸せに寄り添う」 

 

 いよいよ今年も残りわずかとなりました。今年の一文字は

「北」、北朝鮮にはいろいろと悩まされ、九州北部豪雨被害で

はたくさんの方が命を落とされました。YMCAも現地で直後よ

り様々なボランティア活動を行いました。熊本地震で自宅に

住めない方々は 2 度目の正月を仮設住宅で過ごすことにな

ります。できる限り早い自宅の再建、もしくは恒久的な集合

住宅への転居が可能になることを祈ります。 

震災により自宅が全壊し、福岡の親戚宅に避難、そのま

ま自宅の再建がならないままで約一年後に福岡で亡くなら

れた方のご家族より震災関連死ではないかとの問い合わせ

が来ており、事情を聴きたいと連絡がありました。震災後の

避難により体調に何らかの影響を受けたかもしれないが、死

亡との因果関係はわからないと応えたもののなんとも釈然と

しない気持ちになりました。 

今月で会長職の半分が終わろうとしています。あっという

間です。皆さんのご協力に感謝いたします。ここ数年、あまり

熱心な会員でなかった分、皆様方の温かい気持ちが身に沁

みます。さあ、今日はクリスマスパーティです。みんなで楽し

みましょう。 

 

１０月第２例会報告 

 

 

１１月例会報告 

杉野茂人 

 

11 月例会は、先月入会の意思を表明された宮崎睦美さ

んの素晴らしい入会式と、会長自身による卓話「在宅医療・

緩和ケアの実際」による、大変充実した例会になりました。 

入会式は、厳かな雰囲気の中、後藤会長、木佐貫 EMC

委員長の立会により進行し、宮崎睦美ワイズから「入会の

誓い」が提出され、会長から「会員証書」が贈呈されまし

た。これで正式に 23 人目の熊本みなみワイズメンズクラブ

のメンバーが誕生し、全員で握手をして祝福しました。 

続いて行われた、会長卓話では、会長自身が自身のクリ

ニック「ひまわり在宅クリニック」で活動されている在宅医療

について、特に多くの看取りを経験された中から、印象に残

った患者様・ご家族のお話をされました。すべての人が一度

は経験せざるを得ない死。みんな幸せな死に方をしたいと、

PKPK（ピンピンコロリ）を望んでいてもそうはいかない現実。

家族、看護師、介護福祉士、医師、牧師さん？多くの人との

関わりの中で様々な生き方、逝き方があることなど、色々と

考えさせられた、有意義な卓話でした。 

 

  

第 2 回熊本 YMCA インターナショナル・ 

チャリティーラン 2017 参加報告 

橋本大耶 

 

つんとした空気と白い息、かじかんだ手に冬の訪れを感じな

がら、第 2 回熊本 YMCA インターナショナル・チャリティーラ

ン 2017 が開催。心配されていた天気にも恵まれ、早朝から

会場設営とバザーの出店準備。準備が終わるころには、間

もなく開会式の時間に。遅れないようにと急いでエントリーの

申込み。開会式が始まると700名の参加者と共に恒例となり

つつあるくまもん体操から元気にスタート。 

開会式が終わるとまず最初は、セレモニーである園児ランが

始まる。冷たい風に鼻を赤らめながらも、元気に走る子ども

たちの姿にかわいらしさとたくましさを感じた。 

続く個人ランでは 5 キロを走るのだが、1 位はなんと約 20 分

で完走。スタートからゴールまで先頭で走るというのはどん

なに気持ちいいのだろうかとふと考えてしまう。 

（次ページへ続く） 

 



 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

編集後記 

今月は第 2 例会でのリクエストもあり、クリスマスファミリーパ

ーティ例会に合わせて特別編集といたしました。ちょっと窮屈

に感じられるかもしれませんが、パーティ用に歌詞を掲載し

ています。またご意見感想などお聞かせください。 

                    ブリテン委員長 池澤 誠 

連絡主事 木村成寿 

 

ＹＭＣＡ年末募金が順調です。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。お近くの方へお誘いい

ただき、皆様のさらなるご協力よろしくおねがいします。１月

は、チャリティープログラムにて「のみの市」を開催します。献

品のご協力も大歓迎です。よろしくおねがいします。 

１２／３（日） 街頭募金報告（みなみセンター分） 

場所：ゆめタウン浜線・大江 

金額：１６４，３４１円 

１２月２０日（水） みなみセンター歌声広場わいわい 

１２月２５日（月） クリスマス 

          ウインタースクール～２９日（金） 

 １月２１日（日） みなみセンターチャリティープログラム 

          ＊当日のボランティアご協力お願いします。 

   ２ ４ 日 （ 水 ）  み な み セ ン タ ー 歌 声 広 場 わ い わ い

 

後藤慶次 

 

日時：2017 年 11 月 28 日（火） 19:00～21:00、場所：東部

YMCA 

※2017～2018 年度 熊本地区メネット交流会について 

・2018 年 3 月 22 日（第 4 木曜） 熊本ホテルキャッスルにて 

卓話 泉薫子先生（医療法人明薫会理事長・下通り心身医療

クリニック院長）メンにもぜひご参加いただきたい 

・今回は熊本クラブがホストとなるが、メネット活動実態がな

いところも含め、今後は輪番制で持ち回ってほしい 

・来年度はジェーンズクラブ担当の方向で→立野会長が持ち

帰り、今後のことはそれ以降協議 

※第二回熊本 YMCA インターナショナルチャリティランへの協

力について 

・守田富男実行委員長より、11/28 現在での現状報告 

・前日当日のボランティア、協賛広告、商品提供などについて

追加のお願い 

・登録漏れのないように、各クラブへ周知してほしい 

※その他   

・ワイズデーについてどうするか？ 

過去には熊本城の清掃、スペシャルオリンピックへの協力、

今回の京都部のサンガ VS ロアッソ協賛もそれにあたる。→

各クラブ持ち帰り、次回アイデアがあれば提案してほしい 

・YMCA より（𡌶連絡主事） 

京都ワイズデー、子供たちの派遣への感謝 

１２／３、募金活動への協力依頼 

・新春合同例会（１／１３）、関係者の料金を安く設定してい

る。コメットやマゴメットにも楽しめる企画を用意しております

ので、ぜひ参加を（亀井にしクラブ会長） 

・西日本区大会での寄付（５０万円）を熊本城に寄付し、城主

証をいただいた 

・西日本区や国際の規約変更点の紹介、リーフレットの活用

を（以上岩本悟直前理事） 

・連絡会議の会費未納クラブがありますので、年内に納入を

お願いします（岩本守弘会計） 

・次回の連絡会議は１／２３（火）、YY 懇談会と共同開催 

 

 

第 3 回熊本連絡会議報告 

 

ＹＭＣＡスタッフ紹介 

 

 
 

■佐藤 菜美（さとう なみ）シュガーリーダー 

みなみセンター総務／グローバル事業部 

今年は様々な行事を担当し、「地域に必要とされるＹＭＣＡセ

ンター」が理解できるようになりました。グローバル事業部こ

どもえいごクラスは、小学校指導要領改訂に伴い、低年齢

からのクラス参加など、ニーズが高まっています。みなみセ

ンターでは、「ＹＭＣＡ年末募金担当者」として現在取り組ん

でいます。みなみセンター目標額達成に向けて、皆様のご

協力よろしくお願い致します。 

 

熊本みなみ YMCA 通信 

（インターナショナル・チャリティーラン 2017 参加報告続き） 

3 競技目はいよいよグループラン。当チーム名は「みなみワ

イワイズ」で出場。 

第一走者は後藤会長でスタート、普段走られているというこ

ともあり颯爽と快走。第二走者は桑原ワイズ。「久しぶりに走

ったので息が上がった。」と見事な快走。第三走者は池澤ワ

イズ。昨年参加されていたこともありペース配分も完璧で見

事に快走。第四走者は大村ワイズ。宣言タイムに合わせる

べく、目を見張るハイスピードでタイムを調整し快走。最終ラ

ンナーはわたくし橋本。コースの途中途中で大勢の方々から

の声援を受け、徐々にペースを上げる。普段ならとても出せ

ないほどのペースでゴールへ快走。走りながら応援の力は

本当にすごいと心から感動。 

 

結果は全体で 15 位となり、見事飛び賞をいただき表彰。 

また、大村ワイズのコメットが参加されたチームは、かわいら

しいスーパーマリオのキャラクターに扮しコスチューム賞を

獲得。来年はピタリ賞だけでなくコスチューム大賞も狙って

みようかと思っている次第です。 

 

 

 

 



 

 

◇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、宮崎睦美 

◇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 

ワイズソング 

１．いざ立て 心あつくし 

手を挙げ 誓いあらたに 

われらの モットー守る 

ふさわし その名ワイズメン 

絶えせず めあて望み 

この身を 捧げ尽くさん 

２．歌えば 心ひとつに 

ともがき ひろがり行きて 

遠きも 近きも皆 

捧げて 立つやワイズメン 

栄と 誉れ豊か 

まことは 胸にあふれん 

なごりはつきねど つどいははてぬ 

今日ひとひのさち 静かに思う   ハミング・・・♪ 

 

いざたて なごりはつきねど 

I have a blue Christmas without you 

I'll be so blue just thinking about you 

Decorations of red, on a green Christmas tree 

won't be the same dear, if you're not here with me. 

そりにのって 行こう 

きれいな山なみも よんでいる 

たのしいウインター・ワンダーランド 

青い鳥さえ いつもさえずり 

しあわせを うたってる 

たのしいウインター・ワンダーランド 

雪ダルマのまわりで 

雪なげを しようよ 

粉雪がふるけれど 

からだは暖かい 

雪の天使も ぼくらの肩に 

しあわせを もってくる 

たのしいウインター・ワンダーランド 

クリスマスがやってきたね 

今年はどんなことをしたんだい 

今年ももう終わり 

新しい年が始まるんだ 

クリスマスがやってきたよ 

きみが楽しんでるといいな 

近しい人も大切な人も 

お年寄りも若者も 

メリー・クリスマス 

そして新年おめでとう 

 

◇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 

２０１７－１８年度熊本みなみクラブ役員、委員一覧 

 

 

And when those blue snow flakes start falling, 

that's when those blue memories start calling, 

you'll be doing alright, with your Christmas of white, 

but I'll have a blue blue Christmas. 

 
Ohh, ohh, ohh Ahhh   Ahh ahh a ahh ohhhh 

ohh, ohh, ohh Ahhhhh Ahh ahh a ahh ohhhh 

You'll be doing allright with your Christmas of white 

but I'll have a blue blue Christmas, 

ブルークリスマス 

そりにのって 行こう 

きれいな山なみも よんでいる 

たのしいウインター・ワンダーランド 

青い鳥さえ いつもさえずり 

しあわせを うたってる 

たのしいウインター・ワンダーランド 

雪ダルマのまわりで 

雪なげを しようよ 

粉雪がふるけれど 

からだは暖かい 

雪の天使も ぼくらの肩に 

しあわせを もってくる 

たのしいウインター・ワンダーランド 

 

おかの上に のぼって 

冬景色を ながめよう 

ぼくたちだけの 静かな世界だ 

白雪にかがやく 銀色の野山に 

若い夢と 歌があふれてる 

 

    

ウィンター 

ワンダーランド♪ 

いい年になるよう祈ろうよ 

恐怖のない世の中であるように 

クリスマスがやってきた（争いは終わるよ） 

弱き人にも強き人にも（それを望みさえすればね） 

富める人にも貧しき人にも（争いは終わるよ） 

世界はひどい過ちを犯しているけど（それを望みさえすれば） 

ハッピー・クリスマス（争いは終わるよ） 

黒人にも白人にも（君たちが望めば） 

アジア系にもヒスパニック系にも（争いは終わる） 

全ての争いをやめようじゃないか（いま） 

クリスマスがやってきたね（争いは終わりだ） 

僕たちはどんなことをしたんだろう（君たちが望めば） 

ハッピー・クリスマス（争いは終わりだ） 

今年ももう終わり（争いは終わりだ） 

新しい年が始まるんだ（君たちが望めば） 

ハッピー・クリスマス（争いは終わりだ） 

きみが楽しんでるといいな（君たちが望めば） 

近しい人も大切な人も（争いは終わりだ） 

お年寄りも若者も（いま） 

争いは終わる、きみが望めば 

争いはいま終わるんだ 

ハッピー・クリスマス 

 

ハッピー 

クリスマス 

 

 


