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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  

        ＜３月例会プログラム＞ 

  ◇日時 ３月２０（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場 ホテル日航熊本 

 

１． 開式               司会：  中村ワイズ 

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                 橋本ワイズ 

９． 卓話 「すべての方が思い通り暮らせる 

あるべき社会の姿をめざして」 

夢ネットはちどり代表理事 堤弘雄様 

１０．なごりはつきねど      全員 

１１．閉会点鐘     後藤会長 

 

＜３月の誕生日＞ 

３/１ 岡 成也ワイズ、３/２ 後藤慶次ワイズ、 

３/２ 後藤昌子メネット 

 

＜３月の結婚記念日＞ 

３/２１ 藤元俊輔ワイズ・麻里子メネット 

３/２７ 寺田節子ワイズ・健一メネット 

（今月の聖句） 

中島 修子 

 

天使は婦人たちに言った。「恐れることはない。十字架につけら

れたイエスを捜しているのだろうが、あの方は、ここにはおられ

ない。かねて言われていたとおり復活なさったのだ。              

 

マタイによる福音書 28 章 5 節～6 節 
 

イエスが復活なさったことをお祝いするのが、イースターです。 

今年のイースターは４月１日です。イエスは、十字架に架けられ

て亡くなりました。その時、弟子たちは、皆イエスを見捨てて逃

げ出してしましましたが、イエスは見捨てなかったのです。 

私たちはどうでしょうか。怖くなって逃げ出してしまうことはありま

せんか？そんな弱い私たちでもイエスは、「大丈夫。怖がらなく

てもよい」とおっしゃいます。必ず私たちを助けてくださるお方で

す。そのために復活なさったのです。 

☆ 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 

＜２月例会報告（第２例会含む）＞ 

在籍会員  ２３名 ビジター ０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    １名 みなみＹ招待 ０名 

出席率  ７３．９％ 
出席者合計 １８名 
（メイクアップ ０名） 

 

 



会 長 通 信   

 第 1６代会長  後藤慶次 

「それぞれの幸せに寄り添う」 

 

 朝夕はまだ肌寒さが残りますが、日中は上着を脱ぎたくな

るような温かい陽気になってきました。何となく気持ちも晴れ

やかになりウキウキと何かを始めたくなる季節です。 

昨年から今年にかけてはうれしいことがたくさんありました。

2 月に長女が結婚し 9 月に初孫が誕生、3 月に二女が大学

卒業し就職しました。その二女がこの 3 月に結婚、あっという

間に二人の娘の姓が変わりました。特に二女はずっと自宅

にいたのでさみしくなります。そんなことが続き、自分のこれ

からの 10 年を意識するようになりました。 

私たちはこの先の見えない時代で子や孫とともに何を考え、

次世代に何を伝えていくことができるのでしょうか？ 

 この数日メディアを賑わせている政治や行政のモラルの低

下をみて、若者は日本の将来に希望を持つことができるでし

ょうか？いろいろなところで制度にほころびが出ている今が

改革のチャンスと捉え、柔軟に変化し社会に希望を持てるよ

うにしていくことが必要でしょう。何かを始めること、そして継

続することが重要です。今月は一般社団法人 夢ネットはち

どり代表で前熊本 YMCA 総主事の堤 弘雄さんに卓話をお

願いしています。これからの高齢化社会を考えていくときに

必要なヒントを沢山共有できるのではないかと思います。楽

しみにしています。 

 

 

3．ブリテン原稿 

・ ピンクシャツデー   宮崎睦 ys 

・ 卓話者紹介   内村 ys 

・ 九州部評議会報告  内村 ys 

・ YMCA リーダー感謝会  木村連絡主事 

・ 2 月例会報告   桑原 ys 

 

4．YMCA からの連絡 

・ 3/18 御船小学校 3333 階段交流会 現在 15 名の参加希

望がある 

 

5．その他 

・ 九州部評議会にて次次期九州部部長をみなみクラブで受

けることが決まった 

為に、部長・役員を人選する必要がある 

・ 3/21 御船仮設住宅交流会ではたこ焼き（100 円）を

11:00-14:00 で販売する 

参加者：橋本 Y ｻ委員長、後藤会長、藤本副会長、中村

ys、桑原 ys、宮崎睦 ys、内村 ys、桑原副館長、江頭ｸﾘﾆｯｸ

職員 2 名 

 

 

 

 

２月例会報告 

桑原純一郎 

 

今月はＴＯＦ例会でした。ＴＯＦとは“Ｔｉｍｅ ｏｆ Faｓｔ”断食の時

という意味で、年に１度は食事を抜いた例会を行い、食費を世

界の恵まれない人々のために寄付するワイズの取り組みの

ひとつです。みなみクラブでは、食事無しでは辛すぎるという

ことでカレーライスを食べる、気持ちだけＴＯＦを行っていま

す。 

 

 
 

 さて、今月は、熊本市高齢者支援センター「ささえりあ帯山」

のセンター長 那須久史様に卓話をしていただきました。帯山

地区での介護予防や認知症支援活動、地域での福祉のあり

方など、活動状況や課題などについてパワーポイントでの映

像を見ながらたっぷり１時間の熱いお話しでした。 

 那須様は後藤会長の仕事仲間で、宮崎睦美ｙｓともお知り合

いで、東部ＹＭＣＡの運営委員でもあるということでワイズとの

強いご縁を感じました。近いうちに、みなみクラブの仲間に 

なっていただけるような気がします。 

 

 

３月第２例会報告 

2018/3/6 みなみ YMCA 19:30～21:00 

 

出席： 後藤会長、杉野 ys、池澤 ys、堀 ys、今井 ys、

大村 ys、中村 ys、橋本 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 

ささえりあの役割が、高齢者支援から住民主体の地

域つくりまで幅広いことが分かった。 

 

２．2 月 TOF 例会 3 月 20 日火曜日 19:30～  ホテル

日航熊本 

・ 司会（中村 ys） 食前感謝（橋本 ys） 受付（大村 ys、

内村 ys）  

・ 機材「PJT・SCRN・NPC」（木村連絡主事） 

・ 卓話 一般社団法人夢ネットはちどり 代表理事 堤 

弘雄 様 ４０分 

・ 木村連絡主事よりミャンマー訪問の報告を１０分程度

行う 

・ ５月例会は江津湖バーベキューとし時間食料はお店

の標準で行う 

日程候補をメーリングで回して判断する 5/3～6、

5/12～13、5/19～20 

 



 

 

  
 

 諸報告は、九州部第３回協議会、年末募金感謝会、秋

寄氏をしのぶ会、熊本地区新春合同例会、熊本連絡会

議、岩国みなみクラブとの交流、ＹＭＣＡリーダー感謝祭、

ＹＭＣＡ交流会、ピンクシャツデイなどについての報告があ

りました。又、今月のアニバーサリーの後藤会長、誕生日

の内村ｙｓと桑原に、記念品のコーヒー豆が贈呈されまし

た。なごやかな例会でした、感謝です。 

 

 

 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

ピンクシャツディパレード参加報告 

 

内村 忠生 

 

小田哲也九州部部長による 3 月 4 日の第三回評議会は、福岡

YMCA 七隈本校にて西日本区より山川新一 Y サユース事業主

任にもご参加いただき 43 名の集まりで開催されました。 

今回の議案では次期九州部役員選出の件や、次次期九州部

部長をみなみクラブから選出する件などが承認されたところ

で、第三回評議会が終了となり、つづいて YYY フォーラムでは

熊本 YMCA 岡総主事とともに参加のみなみセンターリーダー2

名を加えて、YMCA のブランディングに伴い、YMCA の良いとこ

ろから深め方を参加者全員がワールドカフェにて意見を出し合

って検討を行い、若いリーダーの育成が大事であることを共通

認識として閉会いたしました。 

場面を懇親会としたところで、各テーブルではワイズ談義に花

が咲き、楽しい福岡での九州部評議会が終了いたしました。  

 

  
 

 

 

 

 

 

第３回九州部評議会参加報告 

 

宮崎 睦美 

 
2 月 25 日、熊本で初めてピンクシャツパレードが行われまし

た。 

小雨の降る中、YMCA 上通～新市街まで、ちいさなお子さん

から大人まで、それぞれピンクの服や小物を身に付けて約

200 人ほどの声が集まったパレードでした。 

『いじめのない世界をめざそう！』 

をシュプレヒコールしながら、道行く人たちへ伝え歩いたパレ

ードは、見て見ぬふりをしてしまう・・・ 

いじめはダメと言いたいけれど、その一歩が踏めない・・・ 

そんな思いを思いだけで止めず、行動に移す大きな一歩であ

り、みんなで考えるきっかけとなる大事なパレードなんだと感

じ参加できました。 

 

  

で！皆様、パレードが終わったから終わりではございません。

ここからが始まりです。当事者だけの問題ではない。傍観者で

はなく共に考えるためにこの活動を伝える動画があります。

http://www.kumamoto-ymca.or.jp/portal/20757.html 

皆様も定期的に発信していただき、周知への支援を続けてい

きませんか。 

ちなみに私は第１例会の日に FB で動画を投稿いたします。 

 

初のワイズ活動での、初ブリテン報告となりました。 

（パレード先頭の写真は熊本 YMCA の中村賢次郎氏より提供

して頂きました。） 

 



 

 

 

今月も九州部評議会の参加報告や、宮崎睦美ワイズ初投稿の

ピンクシャツディパレード参加報告など話題が沢山ありました。

いつものことながら、投稿された皆様に感謝しております。 

                    ブリテン委員長 池澤 誠 

編集後記 

連絡主事 木村成寿 

 

年度末を迎えました。新年度は、みなみセンター１５周年を迎

えます。今後ともＹＭＣＡみなみセンター諸活動に対するご理

解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

３／２１（祝） ぶどうの木幼児園 卒園式 

        ＹＭＣＡ御船町住民交流会 

（９：００集合１１：００開会） 

２５（日） スプリングスクール（春休み講習会） 

４／ ２（月）２０１８年度入会式（職員キックオフ） 

   ６（金）ＹＭＣＡ熊本五福幼稚園 開園式 

   ７（土）ぶどうの木幼児園 入園式 

   ９（月）２０１８年度スポーツ・えいごスクール開講 

  １４（土）熊本地震復興祈念プログラム（ＡＭ中央センター） 

 

熊本みなみ YMCA 通信 

リーダー感謝会報告 

木村 成寿 

 

ＹＭＣＡでリーダー活動を経験し、社会人になっても活躍し

てほしいと願い、「リーダー感謝式」を開催いたしました。 み

なみセンターからは、１３名のスタッフ・リーダーが参加し、ワ

イズメンズクラブの皆様と交流の時間を持つことができまし

た。みなみワイズメンズクラブの皆様のご支援に感謝申しあ

げます。 

 

５月は、リーダー歓迎の意を込めて、「歓迎ボーリング大

会」が開催される予定です。 

卒業リーダー代表：レモンリーダー（田代海帆さん）のコメント

↓↓↓↓ 

 

「ＹＭＣＡで学んだことを活かし、社会で今後も貢献できる人材

として成長していきたいと思っています。サザンフェスタや行

事などには今後も顔を出していきたいと思っています。今ま

で、ありがとうございました。そして、これからもよろしくお願い

します。」 

 

 
 

はるリーダー：轟木 晴菜（とどろき はるな） 

 

＊２０１７年度リーダー会長 

 

いつもありがとうございます。今年度は、みなみリーダー会

長を務めました。私が通っている平成音楽大学では、幼児

教育を学んでいます。子どもたちと関わることが好きで、こ

れからもＹＭＣＡリーダー会を盛り上げていきたいと思って

います。１８日（日）は、御船小学校の児童を対象とした「熊

本地震復興支援デイキャンプ」を企画し、子どもたちと笑顔

を共有することができました。皆様のご協力ありがとうござ

いました。 

YMCA スタッフ紹介 

 
 

堤 弘雄 氏 
 

一般社団法人夢ネットはちどり  代表理事 

日本国際ギデオン協会熊本支部長 

元熊本 YMCA 総主事 

卓話者紹介 


