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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  

        ＜６月例会プログラム＞ 

  ◇日時 ６月１９（火） １９：３０～２１：３０ 

  ◇会場 ホテル日航熊本 

 

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． 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                 藤元ワイズ 

９． 会長報告     後藤会長 

１０．会長＆役員引継式 

１１．なごりはつきねど      全員 

１２．閉会点鐘     後藤会長 

 

＜６月の誕生日＞ 

6/1 堀禎子 mt、6/2 今井和美 mt、6/24 永田良子 mt 

（今月の聖句） 

中村 邦雄 

「父よ、あなたがわたしの内におられ、わたしがあなたの内にい

るように、すべての人を一つにしてください。彼らもわたしの内に

いるようにしてください。そうすれば、世は、あなたがわたしをお

遣わしになったことを、信じるようになります。            

ヨハネによる福音書第１７章２１節 

今月は２０１７～２０１８年期最後の月で、毎年、会長による一

年間の総括が行われています。そこで冒頭の聖句を今月の聖句

として取り上げてみました。この聖句は、ワイズメンズ国際協会の

基本聖句で、私たちワイズメンはこの聖句をワイズ活動のよりど

ころとして励むように定めているものだからです。 

私たちは理想主義者の集まりです。人々は多くの矛盾を抱え

ながらその日を無事に過ごせるようにと苦悩していますが、その

中にあって、私たちは全ての人々が一致できるようにと、希望を

持って、克服すべき課題の一つ一つに立ち向かっていこうと努力

していくことを改めて決意したいものです。 

 

☆ 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 

＜４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  １２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  ５６．５％ 
出席者合計 １４名 
（メイクアップ １名含） 

 

 

＜５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  １５名 メネット  ２名 

広義会員  なし コメット  ８名 

ゲスト    ０名 みなみＹ招待 ０名 

出席率  ６９．５％ 
出席者合計 ２６名 
（メイクアップ １名含） 

 



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」 

 

 早いものであっという間に一年が過ぎました。チャーター二

年目の何もわからない若造の時の会長と比べれば少しはま

しであったかもしれませんが、皆様方にはいろいろとお支え

いただきありがとうございました。やるならできるだけ楽しん

でやろうと思い、私の関係する「地域包括ケア」を一年間通し

てシリーズで勉強する機会としました。少しでも皆様方にご

理解いただけたようならうれしいです。次期は若い藤元ワイ

ズが会長になられます。新しい発想でのクラブ運営に期待し

たいと思います。 

また、次々期九州部長をお引き受けいただいた堀ワイズ、仕

事も大変な中でありがとうございます。みなみクラブ一丸とな

って支えていきますので、よろしくお願いします。 

今日は引き継ぎ例会です。一年の報告をさせていただき、時

期の役員の皆様にお役目を引き継ぎいたします。本当に 1

年間お世話になりました。 

（５月第２例会報告続き 次期キャビネット報告続き） 

 

・地域奉仕  中村 ys 

・YMCA サービス   中村 ys 

・交 流  桑原 ys 

・ウエルネス  中島 ys 

・メール   内村 ys 

・監 査  村上 ys 

・連絡主事  木村館長 

 

5.その他 

9/2 YMCA 草取り 

8/12 リーダー感謝祭 

 

 

 

５月第２例会報告 

2018/５/１ みなみYMCA 19:30～21:00 

 

出席：後藤会長、堀ys、杉野ys、桑原ys、北條ys、藤元ys、

大村ys、池澤ys、内村ys、木村連絡主事 

 

１． ４月第一例会反省 

 卓話の内容について 薬剤師が在宅で薬剤管理をするこ

とで、患者の薬処方が減るという事が新鮮であった。 

 

２．５月BBQ例会５月１３日火曜日18:00～江藤ボートハウス 

・司会（内村ys） 食前感謝（池澤ys） 受付（中村ys） 

・最初にミニ例会を実施する 

・子供向けのアトラクションにスイカ早食い大会を開催する。 

・参加費 

会員 3000円、メネット3000円、ビジター3000円 

大高コメット3000円、中コメット1000円、小コメット500円 

・準備  コップ、氷準備、商品 北條ドライバー委員長 

燻製セット   堀ys 

マイク（準備なし） 

スイカ    藤元ys 

 

３． ブリテン原稿 合併号として今回は無し 
 

４．次期キャビネット報告 

・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   内村 ys 

・広報   内村 ys 

・ファンド   今井 ys 

・Ｅ Ｍ Ｃ   後藤 ys 

 

６月第２例会報告 

2018/6/5 みなみYMCA 19:30～21:00 

 

出席： 後藤会長、堀ys、杉野ys、桑原ys、北條ys、藤元ys、

中村ys、池澤ys、今井ys、橋本ys、内村ys、木村連絡主事、 

 

１．5月13日バーベキュー例会の振り返り 

今回のバーベキュー例会は江藤ボートハウスへ食材をお任せ

して、飲み物を持ち込む形式をとったが、量・質・コスト面ともに

満足のいく結果だったように思う。 

 

２．６月引き継ぎ例会 

６月１９日火曜日 19:30～  ホテル日航熊本 

司会（北條ys） 食前感謝（藤元ys） 受付（今井ys） 

 

キャビネットの引き継ぎは会長、副会長、書記、会計で行う 

会長 後藤ys → 藤元ys 

副会長藤元ys → 宮崎靖ys 

麻生ys → 小水流ys 

書記 内村ys → 北條ys 

会計 大村ys → 宮崎睦ys 

 

3．ブリテン原稿 ５月6月合併号 

・4月例会報告  内村ys 

・5月例会報告  内村ys 

・5月第二例会報告 内村ys 

・6月第二例会報告 内村ys 

・西日本区大会報告 後藤会長 

 

4.西日本区大会への参加、DBC交流 

・芦屋クラブと岩国みなみクラブとのDBC交流はフェローシップ

アワーにて行う 

 

5.熊本連絡会議報告 

・2018/7/22  次期九州部評議会 

・2018/9/1 次期九州部会 

・ワイズ新入会者向けオリエンテーションを年2回開催する 



 

（６月第２例会報告続き 熊本連絡会議報告） 

 

・2018/5/19 熊本五福クラブ設立総会開催  

チャーターメンバー17 名 

・2018/9/1 次期九州部会にて 

五福クラブ加盟認証状授与式 

・2018/9/30 次期ワイズデーイベント 

（ロアッソ VS 京都サンガ戦） 

実行委員長 藤元 ys、橋本 ys 

チケット 20 枚をファンドで購入し、 

キッズサッカーメンバーへプレゼントする 

 

6.YMCA 報告 

・2018/9/9 サザンフェスタ たこ焼き、 

   焼きトウモロコシ、パインアイス 

実行委員長を YMCA サービス 橋本 ys 

・2018/08/26 みなみセンター草取り 7:00-8:00 

・2018/12/9 チャリティーラン担当 桑原 ys、杉野 ys 

・2018/10/8 熊本 YMCA70 周年記念行事 

ノジャ氏を呼んでミャンマー支援報告を行う 

・リーダー感謝会を 8/11 または 8/12 に開催する 

 

7.その他 

熊本ヤングクラブが熊本ネクサスクラブに名称変更する 

 

熊本クラブ７月キックオフ例会参加報告 

 

４月例会報告 

第２１回西日本区大会報告 

 

 

 

 

 

 
４月例会 卓話者 

内村忠生 

 

今期、後藤会長のもとで進められてきた「地域包括ケア」

を知る卓話の連携もいよいよ最後となり、地域医療の縁の

下の力持ち的役割として、薬局の仕事を知ることを目的に

ファーマダイワの長峰慎之介氏より卓話をお願いいたしま

した。 

 

そのお話の中で、ドクターより患者への薬が処方される段

階で薬剤師が適正な薬かどうかを二重チェックしているこ

とで、さらに安全性が増していることや、家庭での残薬の

チェックや相談を引き受けることで在宅療養を広めたり、

ひいては国の医療費削減まで役割としてになっていること

が理解できたようです。 

 

「地域包括ケア」というものが今期の始まりでは漠然とした

言葉でしたが、地域ケアのそれぞれの役割を担う専門家

のお話を聞くことができ、少しではありますが理解を進める

ことができた今期の卓話だったようです。   

 

 
４月例会 会長挨拶 

５月 BBQ 例会報告 

内村忠生 

 

今年の BBQ 例会の目標は「みんな楽しく節度と予算を守っ

て」 と言うのも去年の BBQ 例会はすべて持ち込みで、時間

延長と合わせて「中村会計に怒られる！」状態であったため

に今年はなにより節度を持って行うこととなった。 

江津湖ボートハウス BBQ 開催直前まであいにくの雨模様で

はあったものの、さすがワイズメンズクラブは日ごろからの行

いが良いことが神様に認められたのかどうなのか不明では

あるが開始時間と同時に雨はぴたりと止み。おいしい肉野菜

の BBQ をつまみにビール焼酎ワインを全員がおいしくいただ

くことができた BBQ 日和の一日でした。  

 

 

後藤慶次 

 

新神戸駅に直結の ANA クラウンプラザホテルにおいて、6 月

9 日-10 日の二日間西日本区大会が行われました。 

朝 6 時発の新幹線に乗ろうと熊本駅へ、ひがしクラブの馬場

会長、むさしクラブの佐々木会長にばったり出会い、午前中

の代議員会が終わるまでは一緒に過ごしました。ちょっと気に

なったのは、西日本区の会計がここ数年毎年 150 万ほどの赤

字になっており、このままだとあと 5 年程度で繰越金が底をつ

いてしまう状況になっていることでした。それほど深刻なことで

もないような扱いであることが余計に気になりました。 

（次ページへ続く） 



 

 

今月でブリテン委員長を終わります。２年間お付き合いいただい

てありがとうございます。 

                    ブリテン委員長 池澤 誠 

編集後記 

連絡主事 木村成寿 

 

みなみセンターは、熊本ＹＭＣＡ地域支え合い運動３ヶ年計画を

通して、「御船町木倉地域支え合いセンター」のサポートおよび

各仮設団地への支援活動を継続しております。住民交流会な

ど定期的に情報を発信してまいります。皆さまの関心をどうぞよ

ろしくお願いします。また、９月９日開催予定のサザンフェスタは

皆さまのお力添えが必要です。当日の運営のみならず、広告協

賛・寄贈品収集にご尽力いただければ助かります。 

 

６／２７（水） 歌声広場わいわい 

        YMCA キリスト教入門講座 20:00~21:00 みなみセ

ンター 

２８（木） 御船町木倉地区仮設団地  

住民交流会（ぶどうの木幼児園園児） 

  ３０（土） サザンフェスタ実行委員会①  

18:30~20:00 みなみセンター 

７／ １（日） YMCA サマーキャンプ説明会 

８（日） ～１４（土） 世界 YMCA 大会 

（丸内陽子職員が参加）タイ国 

１５（日）～１６（祝） みなみセンターサザンキャンプ 

   １８（水） 歌声広場わいわい 

 

※みなみセンター草刈清掃(奉仕)は、 

８／２６（日）７：００～８：００am 予定です。 

 

熊本みなみ YMCA 通信 

（西日本区大会報告つづき） 

 

特別公演は、スペシャルオリンピックと私、有森裕子さんのお

話がありました。生まれつきの股関節脱臼で小さい頃はすぐ

に転んでしまうような子供で、人と比べて卑屈になっていた小

学校時代、ある先生との出会いから違いがあっても構わない

こと、少しずつ頑張って認めてもらおうとの気持ちの変化から

少しずつ道が開けてきたことなどを話されました。そのことか

ら知的障害の子供たちに、スポーツを楽しむ機会を作ること

の大切さを学び、さらにその子供たちからたくさんのことを学

ぶ機会となっていることを話されました。 

 その後各部から部長報告があり初日は終了し、懇親会とな

りました。杉野ワイズも合流しジャズバンドや獅子舞などのア

トラクションで楽しませてもらいました。フェローシップアワーで

は、芦屋クラブ、岩国みなみクラブの方々との交流もできとて

も楽しい時間を過ごしました。 

2 日目は、聖日礼拝に始まり、各主任より年度表彰が行わ

れ、最優秀クラブ賞には京都トゥ―ビークラブが選ばれまし

た。わがクラブは AYC 参加支援優秀賞、ノンドロップクラブ

賞、それぞれの献金 100％達成で表彰を受けました。 

 来年は京都で開催です。来年も大勢で参加して藤元会長を

盛り立てていきましょう。 

 

  
 

  
 

  
 

  

 

藤本 博人（ふじもと ひろと） 

みなみ／ウエルネス事業部  

かんかんリーダー 

 

リフレスおおむた(指定管理

者：熊本 YMCA)の勤務を経て

ウエルネス事業部に戻ってま

いりました。現在は、これまで

の経験を活かし、野外活動プ

ログラムを担当しております。

今年度は、みなみセンターサ

ザンフェスタ担当です。皆さま

のお力添えをよろしくおねが

いします。 

 

YMCA スタッフ紹介 

 

 


