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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  

        ＜４月例会プログラム＞ 

  ◇日時 ４月１７（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場 ホテル日航熊本 

 

１． 開式               司会：  内村ワイズ 

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                 堀ワイズ 

９． 卓話 「地域包括ケアにおける保険薬局の役割」 

（株）ファーマダイワ 長峰慎之介様 

１０．なごりはつきねど      全員 

１１．閉会点鐘     後藤会長 

 

＜４月の誕生日＞ 

４/２２ 小水流雅代ワイズ、４/２６ 麻生伸一ワイズ、 

４/２７ 宮崎靖大ワイズ、４/１ 池澤理恵メネット 

 

＜４月の結婚記念日＞ 

４/３ 村上博ワイズ・和枝メネット 

４/１７ 今井政文ワイズ・和美メネット 

 

（今月の聖句） 

木村 成寿 

 

イエスは言われた。「わたしは、よみがえりです。いのちです。わ

たしを信じる者は、死んでも生きるのです。また、生きていてわ

たしを信じる者は、決して死ぬことがありません。このことを信じ

ますか。」             

 

ヨハネによる福音書 11 章 25 節 

 

 今年は、４月１日がイースターでした。キリスト教の象徴と言え

るであろう「イエスの復活」をお祝いする日です。聖書は、イエ

ス・キリストが死から復活されたことを通して、魂は永遠に生き

て、神は今も私たちと共にいることを伝えています。私たちには

一見、理解できないようなことも冷静に受け止め判断することが

大切なのかもしれません。この「復活」は、私たちの永遠の希望

なのだということを信じて、これからも歩みたいと思っています。 

☆ 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、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 

＜３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  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 ３名 

出席率  ６９．５％ 
出席者合計 １６名 
（メイクアップ ２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」 

 

 1 日の気温の変化が激しく、衣服の調整が難しいここ 1-2

週ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか？今年の桜は 2 週

間にわたり私たちの目を楽しませてくれました。仕事の都合

でみなみワイズのお花見に参加できなかったのは残念でな

りませんが、皆さんはお楽しみいただけたでしょうか。 

 私ごとではありますが、3 月 24 日（土）に熊本市主催の市

民講演会で「やっぱりいえは無理だよねぇ！？～患者・家族

とケアチームのものがたり～」と題してケアチームメンバーと

ご主人を自宅で看取られたご婦人にご登壇いただき、本音

を語っていただきました。私たちサポートする立場では気づ

かない視点に、ああなるほどと感心させられ、患者・家族目

線が大切であることを痛感しました。また、会場からは切実

な、そして的確な質問があり、在宅医療を理解いただくため

の情報発信が必要と改めて感じました。 

 さて、1 年間にわたり『地域包括ケア』を学ぼうと企画してき

ましたが、今回が最後となります。今月は、『地域包括ケアに

おける保険薬局の役割』のタイトルでファーマダイワ薬局の

長峰慎之介さんに卓話をいただくことになりました。 

 普段は窓口で処方箋を持っていったら薬を出してもらって

説明をしてもらう薬剤師さん方が今どのような役割を担って

おられるのか、またこれからの展開はどのように考えておら

れるかについてお聞きしたいと思います。 

 

４．次期キャビネットの検討 

・会長 藤元 ys ・副会長 宮崎 ys、小水流 ys 

・書記 北條 ys ・会計 宮崎睦美 ys 

・ドライバー 橋本 ys ・ブリテン・広報 中島 ys   

・ファンド 今井 ys ・ＥＭＣ 木佐貫 ys  

・地域奉仕・YMCA サービス 中村 ys 

・交流 桑原 ys ・ウエルネス 内村 ys ・監査 村上 ys 

・連絡主事 木村館長 

藤元次期会長から各メンバーへ依頼。 

 

５．5 月バーベキュー例会について 

・５月ＢＢＱ例会 江津湖ボートハウス 5 月 13 日 18:00～ 

 

６．YMCA からの連絡 

・ 9/9 サザンフェスタ 

・ 9/2 YMCA 草取り 

 

７．その他 

・次期九州部長 堀 ys （メネットは別途検討する） 

・西日本区大会への参加者  

後藤会長、杉野、 堀、 藤元、 藤元、 内村 

・DBC 交流をフェローシップにて行う 

 

 

 

３月例会報告 

中村邦雄 

 

３月２０日、３月定例会がホテル日航熊本で、卓話者に「夢

ネットはちどり」の代表理事・堤弘雄さん（熊本ワイズメンズク

ラブ会員、前熊本ＹＭＣＡ総主事）をお迎えして開催されまし

た。 

 
 

２月の誕生日紹介は岡也ワイズ、後藤慶次ワイズ、後藤昌子

メネットの３名、結婚記念日紹介は藤元俊輔ワイズ・麻里子メ

ネット、寺田節子ワイズ・健一メネットの２組で、記念品が贈ら

れました。ビジターは熊本みなみＹＭＣＡからリーダーと職員

の２名が参加され、ＹＭＣＡ報告では木村館長から、「エイズ

孤児支援」活動を行っているミャンマー・モガウンＹＭＣＡの状

況が報告されました。今回のモガウン訪問は、現地の治安状

況悪化のため、訪問団一行はモガウンＹＭＣＡがあるカチン州

に入ることが出来ず、マンダレーのＹＭＣＡ訪問に変更し、モ

ガウンＹＭＣＡから総主事が出て来られて、ここで熊本から持

参した本年度分の支援金をお渡しすることが出来ましたが、

熊本みなみＹＭＣＡの支援活動も３年を経過し、エイズ孤児院

の経済的自立への努力が実を結びつつありますが、まだしば

らくは経済的な支援は必要だとの報告がありました。 

 

３月第２例会報告 

2018/4/3みなみYMCA19:30～21:00 

出席：後藤会長、堀ys、北條ys、藤元ys、中村ys、大村

ys、池澤ys、内村ys、木村連絡主事、 

１． ３月第一例会反省 

 卓話の内容について高齢者の生活支援の実情が理解

できる内容だった。 

 

２．４月例会4月17日火曜日19:30～ホテル日航熊本 

・ 司会（内村ys）食前感謝（堀ys）受付（大村ys） 

・ 機材「PJT・SCRN」（木村連絡主事） 

「PC」（後藤会長） 

・ 卓話ファーマダイワ株式会社長峰慎之介様 

 

3．ブリテン原稿 

・ 今月の聖句：木村ワイズ 

・ ４月例会プログラム：北條ドライバー委員長 

・ 会長通信：後藤会長 

・ ３月例会報告：中村ワイズ 

・ ４月第２例会報告：内村書記 

・ 御船町仮説団地交流会：内村ワイズ 

・ メネット合同例会参加報告：後藤会長 

・ 花見報告：内村ワイズ 

・ 卓話者紹介：後藤会長 

・ 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 

 



 

 

 

  
 

  
 

堤氏の卓話は「夢ネットはちどり」の活動紹介で、介護保

険制度による支援の網に漏れてしまう課題が多々存在す

ること、それらに寄り添う活動を行っている「はちどり」の一

滴の水の重要性が紹介され、示唆に富んだ内容の卓話で

した。 

  

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

御船町仮設団地交流会報告 

 

内村 忠生 

 

穏やかな春の日差しに誘われて、恒例のみなみワイズメンズク

ラブの花見が開催されました。 

今年は氷点下が続く寒い寒い冬を乗り切った、桜の木が暖か

い日差しに誘われて３月２５日という例年よりも 1 週間も早く満

開となったために、花見に最高の状態で桜の木の下でスタート

した宴は夜桜を堪能して旨いワインと共に夜遅くまで楽しむこと

ができました。  

 

 

 

 

 

 

みなみ花見報告 

 

内村忠生 

 
今日はあいにくの雨模様な点だけが残念ではありますが、御

船町スポーツセンターにて仮設団地にお住いの皆様や地域

住民の皆様を招いての「熊本ＹＭＣＡ・西ブロック 春の御船住

民交流会」が開催され、バザーの出店にみなみクラブも「たこ

焼き」を出展させていただきました。 

 

   
 

   

他にも中央ＹＭＣＡ運営委員会は「鶏のもも焼き」、上通ＹＭＣＡ

運営委員会からは「うどん」を出品し、１１時３０分からの開始に

は各店舗に行列ができる大賑わいとなり「鶏のもも焼き」も「う

どん」も１００食を早々に完配し、13 時過ぎにはみなみクラブも

１５０食を完配することができましたが、いつものように焼き手、

詰め手、売り手と手を休めることなく 3 時間の真剣勝負を乗り

切って、全員大満足の結果となりました。 

 

   
 

 



 

 

今月も話題豊富で投稿いただいた皆様に感謝しています。来月

はブリテンはお休みで 6 月に 5 月 6 月合併号となる予定です。 

                    ブリテン委員長 池澤 誠 

編集後記 

連絡主事 木村成寿 

 

新年度を迎え、みなみセンター内は、2,500 名の会員が集う

中、賑やかな時間を過ごしています。今年度、熊本ＹＭＣＡは

創立７０周年を迎えます。2018 年度熊本ＹＭＣＡ基本聖句は、

「愛を身に着けなさい。愛は、すべてを完成させるきずなで

す。」（コロサイの信徒への手紙 3 章 14 節）です。自ら「愛」を

具現化し、共に歩むことが大切だと思っています。どんな時で

も相手に「そっと寄り添う」センターを目指していきます。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。（第１５回サザンフェス

タの開催日が９月９日（日）に決定しました。） 

 

４／２２（日） 

～２５（水） 本間立夫さん・恵美子さん来熊 

  ２５（水） 歌声広場わいわい 

５／ ３（木） 

 ～ ５（土） ＹＭＣＡエンジョイキャンプ（阿蘇キャンプ場） 

５／２３（水） 歌声広場わいわい 

  ２５（金） 熊本ＹＭＣＡ定期総会 

 

 

熊本みなみ YMCA 通信 

熊本地区メネット交流例会参加報告 

後藤慶次 

 

 3 月 22 日木曜日に熊本ホテルキャッスルで熊本ワイズメン

ズクラブの主催により熊本地区メネット交流例会が開催され

ました。わがクラブからは私一人の参加でしたが、他クラブの

積極的に活動されているメネット、メンの方々を含めて 100 人

以上の参加がありました。 

布田会長、赤星メネット会長のごあいさつに始まり、今年度

のメネット国内プロジェクトのテーマ「子供の生きる力が奪わ

れている状況（貧困、虐待）について学べるように啓発活動を

推進する」にふさわしい下通心身医療クリニック院長の泉薫

子先生の卓話を拝聴しました。不登校や今どきの子供たちの

特徴や接し方についての学びの機会を得ることができとても

ためになりました。クリニック内に「子供デイケアセンター」を

開設されており、不登校の子供たちが通所してかなりの子供

たちが復帰できていることに驚きました。 

 わがクラブにはメネット会はありませんが、メネット事業はと

ても大切なことをテーマにされており、積極的に協力していき

たいと思います。 

  
 

 
下田 知佐子（しもだ ちさこ） 

みなみ総務 

 

ながみねファミリーセンターで学んだことを、みなみセンター

でも活かせるように取り組みたいと思います。新人同様、皆

様のご指導よろしくお願いします。 

 

 
白石 南斗（しらいし みなと） 

みなみウエルネス事業部／アトムリーダー 

 

 2 年ぶりに、みなみセンターへ職員として戻ってまいりまし

た。プール、体操、サッカーにと、子どもスポーツメンバー・

保護者のために一所懸命に取り組む所存です。どうぞよろ

しくお願いします。 

YMCA スタッフ紹介 

 

長峰 慎之介（ながみね しんのすけ）氏 

株式会社ファーマダイワ地域連携部部長 
 

平成 11 年 3 月 福岡大学 薬学部 薬学科卒業 

平成 11 年 4 月 ベーリンガーインゲルハイム株式会社 

平成 14 年 6 月 総合メディカル株式会社 

平成 20 年 4 月 株式会社ファーマダイワ  

平成 21 年 4 月 在宅医療における訪問薬剤業務開始。 

平成 29 年 6 月 株式会社ファーマダイワ 地域連携部 部長 

 

現在訪問薬剤業務を行いながら、グループ内薬局の在宅医

療のサポート事業に従事。 

また平成 29 年 6 月から地域連携部を開設。主に福祉や介護

関連の事業所、医療機関と調剤薬局の橋渡し事業に従事。 

 

卓話者紹介 


