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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  

         

＜1 月例会プログラム＞ 

 

  ◇日時 1 月１6（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場 ホテル日航熊本 

 

１． 開式               司会：  堀ワイズ 

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． 会員卓話 「グリーフケア 

〜哀しみにある人へのケア〜」  宮崎睦美ワイズ 

１０．なごりはつきねど      全員 

１１．閉会点鐘     後藤会長 

 

＜１月の誕生日＞ 

1/5 寺田節子 ys, 1/7 宮崎睦美 ys, 

 1/10 中村邦雄 ys、 

1/19 木佐貫浩一 ys, 1/2 木佐貫恵美子 mt 

＜１月のアニバーサリー＞ 

1/8 堀隆之 ys・禎子 mt 

（今月の聖句） 

 

中村邦雄 

 

わたしたちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和

が、あなたがたにあるように              

 

ローマの信徒への手紙Ⅰ １章７節 

 

２０１８年の年頭に当たってこの一年をどのような一年になっ

てほしいかと問われたならば、私はこの聖書の記述のように「主

の恵みと平和がありますように」と神様にお願いします。昨今

は、世界の社会情勢が平和から遠ざかっていくかのような、背

筋が寒くなるような世相を感じます。私たちはその中にあって、

何か一つでも平和実現に少しでも近づけるような生き方をしたい

ものです。 

☆ 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、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 

◇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 

＜１２月例会報告（含第２例会）＞ 

在籍会員  ２３名 ビジター ５名 

出席会員  １７名 メネット  ２名 

広義会員  なし コメット  ６名 

ゲスト    ０名 みなみＹ招待 ０名 

出席率  ６３．６％ 
出席者合計 ３０名 
（第一例会  ２９名） 

 

 



会 長 通 信   

＜北條将人ドライバー委員長＞ 

 

勝手もよくわからないままドライバー委員長を拝命しては

や半年、皆様には不手際でご迷惑をおかけしています。 

前半は諸先輩の真似をして過ぎましたが、後半はもうす

こし自身のカラーを出して「参加してよかった」、「ために

なった」という例会を目指していきたいと思いますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 

＜橋本大耶 Y サ・地域奉仕委員長＞ 

 

明けましておめでとうございます。  

昨年は YMCA サービスを拝命し右も左もわからず、 皆

様には大変ご迷惑おかけいたしました。  

至らない点が多くご迷惑をおかけすることもあるかと存じ

ますが、 初心を忘れず少しでもお役立てできればと思っ

ております。  

本年もよろしくお願い申し上げます。 

 

＜池澤 誠ブリテン・広報委員長＞ 

 

読みやすいブリテンを目指すとともに、誰にでも作れるブ

リテンも目指したいなと思っています。 

 第 1６代会長  後藤慶次 

「それぞれの幸せに寄り添う」 

 

新年おめでとうございます。皆様方のお支えによりこの半年

会長として何とかやってくることができましたことに感謝いた

します。 

 クリスマス例会では、皆様の前で唄う機会をいただきあり

がとうございました。楽しい時間を過ごすことができました。

12 月 23 日には芦屋クラブ 20 周年記念例会に DBC クラブと

して参加してまいりました。鎌倉クラブ、盛岡クラブ、岩国み

なみクラブほか神戸、大阪地区のたくさんのワイズメン、西

日本区の役員の皆様方との交流ができとても楽しい時間を

過ごすことができました。6 月の西日本区大会は神戸で開催

です。できるだけ大人数で参加し交流を楽しみましょう。 

新年早々に秋寄元みなみセンター館長の訃報に触れ、信

じられない気持ちでいっぱいです。震災後に益城町の避難

所で長きにわたり被災者のためにご尽力なされ、例会でそ

のご報告をいただいたことを昨日のことのように思い起こし

ます。ご冥福をお祈りいたします。 

 今年初の卓話は、11 月に入会いただいた宮﨑睦美さんに

お願いいたしました。とても熱い気持ちをお持ちの方ですの

で楽しみにしています。 

 大寒波が日本列島を襲っていますが風邪をひかないように

体調管理に気を付けてこの冬を乗り切っていきましょう。 

後半期（今年）の各委員長の抱負 

 

＜桑原純一郎交流委員長＞ 

 

今年は岩国へ訪問する予定です。 

２～３月に安芸の宮島で焼き蠣を食べながら 

交流するのはどうかな・・と考えています。 

 

<内村忠生ウェルネス委員長・書記＞ 

 

私の今年後半の抱負は「遅刻無出席、二次会出席」です。 

 

今年は後藤会長の元で、地域での医療福祉とＹＭＣＡとの関わ

り等をテーマに、毎回の卓話で我が人生にも仕事にも重要で役

に立つお話しが続いている事も含めて、必ず第一例会第二例

会へ出席することと、二次会での様々な立場からの歯に衣着せ

ぬ意見や会話を楽しみたいと思います。 

 

 

 

 

１２月例会報告 

木佐貫浩一 

 

１２月１９日にファミリークリスマス例会が"ぺいあの PLUS"で

開催されました。第１部はいつもの例会で後藤会長の開会宣

言と点鐘で始まりました。第２部はクリスマスパーティとなりま

した。まず後藤会長もメンバーであるコーラスグループ"アナ

ログス"がアカペラで"聖しこの夜"など４曲歌われました。ア

ナログスは今回で熊本みなみクラブでは３回目の出演でし

た。その後はメンバーが持ち寄った品物での"チャリティーオ

ークション"がありました。今回は若いメンバーの子供達やメ

ンバーのコメットの子供達が沢山参加してくれて、みなみクラ

ブのサンタが子供達とじゃんけんゲームをして、みんなにプ

レゼントを渡していました。昔は僕らの子供達が参加してい

た時期があり、今回は久しぶりに子供達も参加する賑やかな

クリスマス例会になりました。最後に、みなみクラブの堀&北

條ワイズデュオ"サザンブリザード"による演奏がありました。

堀ワイズも演奏する仲間が増えていつもより生き生きしてい

ました。僕の好きなジョンレノンの"ハッピークリスマス"の演

奏もありとても盛り上がりました。二次会もあり、カラオケをみ

んなで歌ってきました。 

  

後藤会長 挨拶       藤元副会長 乾杯 





 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

新年早々にとても悲しいニュースがありました。 

故人のご冥福を心よりお祈りいたします。 

 

                    ブリテン委員長 池澤 誠 

編集後記 

連絡主事 木村成寿 

 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。ＹＭＣＡ年末募金に

おいて、みなみセンターは１５０万円の目標額を達成いたしま

した。（１／１３付）ご協力いただいた皆様ありがとうございまし

た。２０日は、チャリティープログラムにて「のみの市」を開催し

ます。献品のご協力をお願いします。今回、熊本にて「ヴォー

リズ展」が開催されます。この機会にご観覧されませんか。 

１月１６日（火）～２１日（日） 

ウィリアム・メレル・ヴォーリズ展 in 熊本 

  ＊熊本ＹＭＣＡ共催行事です。 

１７日（水） ヴォーリズ展記念講演会 講師：姜尚中氏 

   １９時～熊本県立劇場大会議室（入場無料） 

２１日（日） みなみセンターチャリティーフェスタ 

   ＊のみの市のご協力お願いします。 

２７日（土） 熊本ＹＭＣＡボランティアデ―（花岡山清掃） 

３０日（火） 熊本バンド早天祈祷会（花岡山） 

２月８日（木） 浜線バイパス清掃活動 ８時～９時 

＊２／１４～２０（６泊７日）ミャンマー訪問の旅が開催されま

す。（予定参加者１１名） 

 

 

秋寄光輝氏を偲んで 
 

 
 

２０１８年１月７日、熊本ＹＭＣＡ職員であり、前熊本みなみワイ

ズメンズクラブ連絡主事の秋寄光輝さんが天に召されました。

（享年４５）数ヶ月前から集中治療室に入りながら一進一退を繰

り返し、面会もままならない状態で病と必死に闘っておられまし

た。年明けに長崎県大村市よりご親族もお集まりになり、ご家族

に見守られながらお亡くなりになりました。 

熊本ＹＭＣＡブランディング推進、そして熊本地震においては

避難所運営の陣頭指揮を担われました。みなみセンター館長、

みなみワイズメンズクラブ連絡主事としてもＹＭＣＡ発展にご尽

力いただきましたことを心より感謝申し上げます。残念でありま

すが、故人の遺志を受け継ぎ、今後もＹＭＣＡ活動を発展させて

いきたいと思います。秋寄さんの天国での平安とご家族の皆様

に神様の慰めがありますようにお祈り申し上げます。 

＊ご葬儀は長崎県大村市にて１／１１（木）に営まれました。ご

冥福をお祈り申し上げます。 

 

木村成寿 

熊本みなみ YMCA 通信 

芦屋クラブ 20 周年記念例会参加報告 

後藤慶次 

 

 12 月 23 日土曜日、忘年会後の 2 日酔いの状態で朝の新幹

線に飛び乗り昼過ぎに芦屋に到着。会場は駅直結の芦屋竹

屋ホテルが会場で、すこし早めに到着したにもかかわらず、

柏原会長に温かく迎えていただきました。会長はじめ、芦屋ク

ラブワイズメンの温かいおもてなしやクロードチアリさんの懐

かしい音楽や関西人らしいウィットの効いたトークもあり、あっ

という間の 4 時間でした。定刻主義（必ず予定の±3 分で終了

する）の紹介があり、とても良い習慣だと思い、みなみクラブ

でもマネできればと思います。鎌倉クラブ、盛岡クラブ、岩国

みなみクラブの皆さん方や関西地区のたくさんの方々との交

流も深めることができました。 

翌 24 日は、柏原会長、上野ワイズ、桑野ワイズと鎌倉クラ

ブ千葉会長、盛岡クラブ井上会長さん方とともに神戸観光を

満喫、JAZZ も楽しませていただきました。皆さん方と過ごした

時間が何よりのお土産となりました。西日本区大会は神戸で

開催されます。できるだけたくさんのメンバーで出かけてまた

交流ができたらいいなと思います。 

 

  


