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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  

        ＜２月例会プログラム＞ 

  ◇日時 ２月２０（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場 ホテル日航熊本 

 

１． 開式               司会：  桑原ワイズ 

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                 堀ワイズ 

９． 卓話 「地域包括支援センターの役割と機能 

～ささえりあ帯山の活動実践を通して～」   

ささえりあ帯山 センター長 那須久史様 

１０．なごりはつきねど      全員 

１１．閉会点鐘     後藤会長 

 

＜２月の誕生日＞ 

2/5 内村忠生ワイズ、2/25 桑原純一郎ワイズ、 

2/26 池澤誠ワイズ、2/28 大村浩士ワイズ 

2/19 岡陽子メネット 

＜２月の結婚記念日＞ 

2/2 永田雅三ワイズ・良子メネット 

2/8 後藤慶次ワイズ・昌子メネット 

1/8 堀隆之 ys・禎子 mt 

（今月の聖句） 

岡 成也 

 

富は、天に積みなさい              

マタイによる福音書６章２０節 

 

私たちの活動が人から賞賛を得て人に見せる行為がたとえそ

れが善行あっても所詮地上に富を積んでいることになると聖書

は語っています。自らの業績を他人の評価にまかせる生き方、

人の評価は不安定であるし、時と共に忘れ去られます。そして、

さらに優れた人によってその過去は色あせることになります。私

たちワイズメンズクラブの活動の精神は、善行であたっても、そ

れを他人に見せることを心がけず、むしろ隠れた行為によって

神からの報いを受けるという、「天上の富を積む」心のもちようを

大切にして活動しましょう。 

☆ 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 

＜１月例会報告＞ 

在籍会員  ２３名 ビジター １名 

出席会員  １７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 ０名 

出席率  ７３．９％ 出席者合計 １８名 

 

 



会 長 通 信   

＜木佐貫浩一 EMC 委員長＞ 

メンバー全員で例会を盛り上げ、ビジターにみなみクラブ

のことを知ってもらうことで新しい入会者を１名でも増や

し、現メンバーがドロップアウトしないような声掛けをみん

なでし合い、メンバー数を増やしていきます。 

 

＜今井政文 ファンド委員長＞ 

できればすべての会員皆様に参加していただきたいと思

います。 

後半期もファンド頑張りましょう。 

 

 第 1６代会長  後藤慶次 

「それぞれの幸せに寄り添う」 

 

平昌オリンピックで毎日、感動をいただいている日々です

が、北朝鮮と韓国、それを取り巻く政治的なパフォーマンス

に辟易としてしまいます。いきなり統一チーム結成とされた

韓国アイスホッケーチーム代表の選手たちは複雑な心境で

はないかと推察します。選手の皆さんの努力がこのような形

で踏みにじられることは本来避けねばならぬことでしょう。東

京ではこのようなことがないよう臨んでいただきたいもので

す。 

さて、2 月は TOF（time of fast）例会です。いつもいただく食

事を質素にして、食事のありがたみを改めて自覚すること

と、節約した資金を世界で困っている方々のために献金をし

ようとの試みです。ちょっとしたことのようですが、日本全体

でワイズメンが取り組めばかなりの資金が集まります。皆さ

んのご協力に感謝いたします。 

今月は、ささえりあ（地域包括支援センター）帯山の那須久

史さんをお招きして、これからの地域包括ケアの中心的存在

になる地域包括支援センターの役割や現在の取り組みにつ

いて卓話をいただきます。皆さん自身が地域の中で果たす

役割についても示唆に富んだお話を聞くことができると思い

ます。 

後半期（今年）の各委員長の抱負 

 

２．2 月 TOF 例会 2 月 20 日火曜日 19:30～ ホテル日航熊本 

司会（桑原 ys） 食前感謝（堀 ys） 受付（大村 ys）  

機材「PJT・SCREEN」（木村連絡主事）「NPC」（後藤会長） 

卓話 ささえりあ帯山 那須 久史 様 

３月例会は「夢ネットはちどり 堤代表」へ依頼 

 

3．ブリテン原稿 

・ 1 月例会報告  堀 ys 

・ 卓話者紹介  後藤会長 

・ 熊本連絡会議報告 後藤会長 

 

4．YMCA からの連絡 

・ 2/9 年末募金感謝祭 中央 YMCA 19:00 ジェーンズホ

ール 

・ 2/13~2/20 木村館長 ミャンマー支援 

・ 3/21 YMCA 交流会にてみなみワイズから出店を検討して

ほしい 

 

5．その他 

・ 岩国みなみクラブとの DBC 交流は 6 月神戸の西日本区大

会にて行う 

・ みなみワイズでのＳＯ支援を考えてみる 

・ ピンクシャツをメンバーで購入する 2000 円（大村会計） 

 

 

 

１月例会報告 

堀 隆之 

 

新年早々の例会でしたが、始めに私達「熊本みなみワイズメ

ンズクラブ」の元連絡主事で、元みなみセンター館長でもあ

り、先日の熊本大地震時の御船の避難所運営の責任者だっ

た「秋寄ワイズ」の突然の訃報に、全員黙祷を捧げました。ご

冥福をお祈りします。 

 

ハッピーバースデー：寺田節子ワイズ、宮崎睦美ワイズ、中村

邦男ワイズ、木佐貫浩一ワイズ 

 

アニバーサリー：１２月分/大村ワイズ １月/堀ワイズ 

記念品のコーヒーを贈呈。 

 

活動報告 

１） 芦屋クラブ 20 周年クリスマス例会（12/23）報告（後藤会

長） 

２） 熊本地区新春合同例会について（木佐貫ワイズ） 

３） 熊本地区交流委員会報告（桑原ワイズ） 

４） DBC 活動について/今年３月位に行けたら芦屋クラブに連

絡を入れますとの事。 

 

今年の後藤会長の方針で、介護医療関係の卓話ということ

で、先日入会された「宮崎睦美ワイズ」に「グリーフケア～哀し

みにある人へのケア～」 と題して卓話をおねがいしました。 

「グリーフケアとは悲嘆（かなしみ）のケアと言われます。“か

なしみ”を知ることは、人の心を知り、人の繋がりに気付き、そ

して命を感じた先に、今を生きる前向きなケアとなります。多く

の命を守るための大切なケアのひとつをお伝えします。」とあ

ります。 

 

2 月第 2 例会報告 

2018/2/6 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、北條 ys、内村 ys、木村連絡主事 

 

１．1 月第一例会反省 

卓話の内容について 

グリーフケアという言葉を初めて知ったという意見や、

グリーフケアの必要性もわかり、広める活動をワイズ

活動・ＹＭＣＡ活動に伴ってできないだろうか。 

 



 

「闘病中の方・介護をされている方」のお悩み、また「大切

な存在を失った方々」のお悩み等等、心の痛みを和らげる

のが「グリーフケア」の仕事で、「あなたの心に寄り添い、よ

り自分らしく生きるためのお手伝いをされる。」との事でし

た。 

これからも、ワイズメンとしてどんなお手伝いが出来るかを

思い続けたいです。 

 

  

会長挨拶       ビジター 西口富士乃様 

  

バースディ＆アニバーサリー   会員卓話 宮崎 ys 

 

 

 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

新春合同例会参加報告 

 
木佐貫浩一 

 

１月１３日（土）は熊本地区ワイズメンズクラブ新春合同例会が

開催されました。この合同例会は僕らが会長の時に始めたの

で思い入れがあります。後藤会長、桑原ワイズと僕の３名が参

加しました。今回の卓話はアナウンサーの長船なお美さんの

「今年こそ！さあ何をやりますか？」でした。高校３年生の時に

“一歩を踏み出したから今がある”と言われていました。各会長

は今回のために作成したはっぴを着ていました。熊本在住の

芸人によるアトラクションもありました。サプライズで１月の誕生

日のワイズが呼ばれ、僕も１月生まれなのでプレゼントを頂き

ました。この新春合同例会で他クラブのメンバーとも交流がで

きることはありがたいことです。次回はみなみクラブのメンバー

も沢山参加して欲しいです。最後の全員集合して記念撮影をし

ました。   

  
 

 
 

 

 

 

 

YMCA 年末募金感謝会参加報告 

 内村忠生 

 

2 月 9 日 YMCA 年末募金感謝会が中央ＹＭＣＡにて開催され、

杉野 ys、中村 ys、今井 ys、内村 ys にて参加してまいりました。 

今回の募金では 1500 万の目標金額に対して 1159 万と目標に

は達しなかったのですが、そのような中、私たちみなみクラブが

支援する、みなみセンターは達成率１０９％と優秀な成績を収

めることができ、みなみセンター木村館長をはじめ YMCA スタッ

フとみなみセンター運営委員、みなみワイズメンズクラブがＭＶ

Ｃとして会場の参加者から盛大に表彰を受けひと時の喜びを

分け合うことができたうれしい会でした。 

 



 

 

 

今月は先月紙面の関係で割愛してしまった各委員長の抱負の

続きのほか、話題沢山でした。投稿された皆様に感謝致します。 

                    ブリテン委員長 池澤 誠 

編集後記 

連絡主事 木村成寿 

 

２／９（金）に開催された「ＹＭＣＡ年末募金感謝会」におい

て、みなみセンターは、「ＭＶＣ」（もっとも募金をがんばったセ

ンター）表彰をいただきました。ご協力いただいた皆様ありが

とうございました。３月は、リーダー会企画「熊本地震復興支

援デイキャンプ（御船）」や「御船町ＹＭＣＡ交流会」が開催され

ます。どうぞ、皆さまのご参加をよろしくお願い申しあげます。 

 

２／１４～２０（６泊７日）ミャンマー訪問の旅 

（予定参加者８名） 

２／２２～２８ ＹＭＣＡピンクシャツウィーク 

２５（日） ピンクシャツデーパレード 

      ＹＭＣＡリーダー感謝会（１６：３０～中央センター） 

２８（水） ２０１８ピンクシャツデー ＊２月第４水曜日 

３／４（日） ＹＭＣＡダンス＆新体操フェスティバル 

  １２（月） 熊本ＹＭＣＡサッカー５０周年記念講演会 

（長船なお美氏）（１８：３０～２０：３０中央センター） 

  １８（日） みなみリーダー会企画 

「熊本地震復興支援デイャンプ」 

  ２１（祝） ぶどうの木幼児園 卒園式 

        ＹＭＣＡ交流会 

（１１：００～１５：００御船町スポーツセンター） 

 
 

熊本みなみ YMCA 通信 

第 4 回熊本連絡会議、YMCA 交流懇談会報告 

後藤慶次 

 

2018 年 1 月 23 日火曜日東部 YMCA において、2018 年度第

4 回熊本連絡会議と YMCA 交流懇談会が行われました。各

YMCA ブランチより近況の報告と 12 月のチャリティーランの感

謝のご挨拶がありました。また、YMCA とワイズメンズクラブと

のさらなる親密な協働がもっと YMCA の活動を発展させていく

きっかけになるのではないかとの提案が行われ、連絡主事の

役割にもっと期待したいとの岩本元理事からの発言がありま

した。 

連絡会議は、前回議事録承認に始まり、YMCA リーダー感謝

式への協力、熊本 YMCA リーダー研修支援、ワイズデー企画

案と続きました。ワイズデーについては、会員交流会の２月２

５日と４月１４日に何かを企画するとの提案がなされ、次年度

は、もっと早い段階で企画することが望ましいとの提案がなさ

れました。 

 

■いじめのない社会を目指そう！ピンクシャツデー 
  

ピンク色のシャツは、「いじめ反対運動」のシンボルです。 

 皆さまも当日のご協力よろしくおねがいします。 

 

「ピンクシャツデーパレード」 
日時 ２０１８年２月２５日 １３時～１４時 

（１３時ＹＭＣＡ上通センター集合） 

場所 熊本市上通アーケード～新市街アーケード 

内容 ピンクの服装、グッズなどをお持ちください。 

参加者でパレードを行います。 

 

 ＊実際のピンクシャツデーは、２月第４水曜日です。 

 ＊詳細は、「ＹＭＣＡピンクシャツデー」検索 

（日本ＹＭＣＡ同盟ホームページ等） 

https://www.ymcajapan.org/campaign/pinkshirtday/ 

 
宮永 誠也（カラスリーダー） 

＊みなみサッカープログラムチーフ、リーダー会担当 

 

 ＹＭＣＡに入職し３年が経とうとしています。ようやく、ＹＭＣ

Ａの団体理解ができてきました。来月は、リーダー会の企

画プログラム「３／１８熊本地震復興支援デイャンプ」を開

催します。御船町の小学生とリーダー会が交流しながら笑

顔を共有したいと思っています。また、地域貢献を目的と

し、ボランティアリーダーとしての能力向上も図ります。今後

ともお力添えいただきますよう、お願いいたします。 

YMCA スタッフ紹介 

那須久史 （なす ひさし） 様 
熊本市高齢者支援センターささえりあ帯山 センター長 

 

平成 18 年 熊本学園大学大学院修士課程修了 

   （社会福祉学修士） 

 

専門領域 介護予防ケアマネジメント、認知症支援、 

地域福祉論、福祉経営（マーケティング、組織論） 

 

社会的活動・ 日本社会福祉士会、日本理学療法士会 

学会活動   熊本東部 YMCA 運営推進委員 

熊本学園大学非常勤講師 

熊本大学非常勤講師 ほか多数 

 

著書 「熊本地震被災地の介護」 （平成 28 年）ほか 

卓話者紹介 


