
ブラザークラブ：高雄（台湾） チェンマイ（タイ） 米子（西日本区）

国 際 会 長 主 題 ：世を照らす光となろう－恵みを愛もて分かち合おう

アジア会長主題 ：歳月はＹ'ｓをワイズ（賢者）にする－行動が活力を呼び覚ます

西日本区理事主題 ：先頭に立ってワイズの光を輝かそう、クラブで、地域で、国際社会で

六甲部部長主題 ：柔軟な創造で愚直に積極的なワイズライフを楽しもう

クラブ会長主題 ：クラブの伝統を踏まえ、クラブの新しい｢顔｣を作るべく、

それぞれの役割を楽しもう

2012年７月 Kick-off/EMC-C 強調月間

今月の聖句

６月在籍者 ６月出席者 ６月出席率

21名 67%

広義会員 (含ﾒｲｷｬｯﾌﾟ)

０名 前月出席率

合計 21名 52%

６月分ＢＦポイント

切手 894円 現金 27000円

本年度累計

切手 894円 現金 27000円

会長 進藤啓介 副会長 尾上尚司 会計 森 章一

書記 山本亮司 連絡主事 山本亮司

口座番号 三井住友銀行三宮支店 普通預金No.1494643 名義人 神戸ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ会計 橋本正晴

例会：第１例会 毎月第２火曜日 18:30 第２例会 毎月第４火曜日 19:00

メン 14名

メネット ９名

コメット ０名

ゲスト ０名

合計 23名

7月10日第１例会

開会点鐘 午後6時30分 進藤啓介 会長

ドライバー 尾上尚司 兄

ワイズソング

聖句朗読・開会祈祷

〔プログラム〕

2012年―2013年度を迎え

進藤啓介 会長

長内靖子ﾒﾈｯﾄ会長

2011ｰ2012年度決算報告、および2012ｰ2013

年度予算案提出 森 章一 会計

報告および事務連絡など

ハッピーバースディ

閉会点鐘 午後8時00分 進藤啓介 会長 7月24日(火)第２例会 19:00～

◎年間計画の詳細について

◎各事業計画について

◎その他、協議事項、事務連絡など

第2例会でも、重要な議題を協議し決めて

ゆきます。都合をつけて出席をお願いしま

す。

このとおり、わたしは今こんなに大きな字で、

自分の手であなたがたに書いています

ガラテヤの信徒への手紙6章11節

7月誕生日おめでとう
3日 尾上 尚司
4日 森 愛子

12日 山本 史絵
21日 座古谷光夫
21日 菅原 進



会長メッセージ

『2012年度を迎えて』
会長 進藤 啓介

伝統ある神戸ワイズメンズクラブの会

長として2012年度を迎えることになりま

した。

２期会長を務められた鵜丹谷さんの主

題「自らの変化で、クラブの変化へ」を

受け継ぎ、新しい神戸クラブの足跡を刻

んでいきたいと思います。そういう思い

でクラブの「主題」を熟考の上決めさせ

ていただきました。昨年がクラブの変革

一年目とすれば、今年はそれを受け継ぎ、

さらに形の見える年にしたいものだと思

います。その思いを「ローマ人への手紙

４章」をお借りして表現させていただき

ました。ＹＭＣＡと共に、我々のミッシ

ョンを背中に背負いつつ、古い上着を新

しい上着に着替えながら、次の時代に生

きることを考えて「ユックリ急いで」希

望を持って歩いていきたいと思います。

今年の活動方針を集約すると、①ＹＭ

ＣA，ユースと共に②メンバー全員参加

③地域への役立ち・・この三つになると

思います。その結果が「顔」に繋がり、

メンバー増強にもつながると思っていま

す。この活動指針に向けて、皆がそれぞ

れできる範囲で、それぞれの持ち味を生か

して、精いっぱい「現場で行動『ムーブメ

ント』」すれば、楽しいクラブ生活が送れ

るのではないかと思います。

ただ、私は今までＹＭＣAとは全く無縁

の経済社会で人生を送ってまいりました。

又入会後、それほど時間もたっていませ

ん。ＹＭＣＡ、ワイズメンズクラブの何た

るか？も知りません。それゆえ、私の考え

方がこのクラブの文化と合わないところも

あると思います。そこで皆さんにお願いで

す。是非、アドバイスをください。足りな

いところを補ってください。皆さんの意見

を頂けたら、すべての人が納得できないか

もしれませんが、理解して楽しいクラブ生

活が送れると思います。

３年前、永年勤めた会社を退職した時、

御世話になったこの地域に何かお返しでき

ることはないかと考えました。そういう意

味では、いい場所に導いていただけたと思

っています。

その感謝を持って、１年、肩の力を抜い

て活動したいと思います。

メッセージ
いつも聖句を選んで頂いている山根貞

夫兄から、メッセージをいただいています。

＃＃＃＃＃

『神は 後に一番よい仕事を残してくださる。

それは祈りだ。手は何もできないけれど 後ま

で合掌できる。愛するすべての人の上に、神の

恵みを求めるために、すべてをなし終えたら、

臨終の床に神の声を聞くだろう。「わが友よ、

来たれ、われ汝を見捨てじ」と。（ヘルマン神

父「人生の秋」）』

私が居住している深和ホームの食堂を出

たところに、大きな横額にこの言葉が書かれて

います。私たちは毎日この言葉を見ています。

年齢の差はあっても誰もが人生の秋（終わり）

に向けて歩んでいるのです。その時、どのよう

な所で何をしているでしょうか。



＜今月の言葉に添えて＞

新約聖書を読めば誰でも目に付く宣教の使

徒パウロの書いた教会あて、個人あての手紙

は13通に及ぶと云われています。パウロは眼

が悪いので大半の手紙は弟子（秘書）に書か

せていたようです。ただ 後の言葉は自分の

手で大きな字で書いていてようです。

自分の思いを直接伝えたい気持ちが表れてい

ます。

（山根貞夫司祭＠神愛修女会・深和ホーム)

6月12日第１例会報告
▼鵜丹谷会長、山本洋子メネットから、クラブ、

メネットクラブの１年間の事業報告が行われた。

鵜丹谷会長から、会長としての所感に加え、

以下のように、活動方針、計画への評価がなさ

れた。

******

・YMCAユースとの協業や関わり合いの強化を

図る事を計画しました。その点においては、通

常のYMCAサービスに加え、2月度例会での震

災復興支援リーダー会との合同例会実施や水道

筋イベントでの協業他、相互にユースとの交流

を深める事が出来たと思います。

・各位、各委員会が責任意識をもった計画策定

やクラブ活動の実施を模索しました。様々な活

動において、各委員、メンバー各位のご協力、

ご尽力を頂いた事も多々ありました。一方でク

ラブ目標や目的を決め、組織的、相乗的な運営

が出来たか？については、まだまだ課題が多く

残ります。その意味で、下半期の3－4月度例会

において、クラブの今後の話し合いを出来た事

は意味が有ったと思います。今後、これらの話

合いが、メンバー各位からクラブへ全体への変

化へと繋がる事を期待したい次第です。

・メンバー増強や、クラブの体外的『顔』とも

言えるべき地域奉仕活動などの模索、実施につ

いては、本年度は残念ながら具体的行動まで及

びませんでした。しかし、特に第二例会を中心

に、今後のそれらについて幾度と活発な議論が

持てた事は有意義でした。次年度へ向けこれら

活動の実施へ向けていければと思います。

但し、その前に諸事クラブの規範や目的作り

などの素地をきちんと作りあげる事がまず先決

ではないかと思います。

******

鵜丹谷会長の報告に続いて、河合純子ﾒﾈｯﾄ会

長に代わって山本洋子ﾒﾈｯﾄ会会計から、１年間

のメネット会行事の報告があった。

******

9月14日:｢メネット強調月間、メネットアワー｣

ゲストスピーカー森 陽里恵氏によるスピ

ーチ「健康と体操」

10月22日:神戸YMCAバザーのお手伝い、値段付

10月23日:神戸YMCAバザー当日のお手伝い

11月3日:チャリテイー・ランでのホット・ドッ

グ販売 場所:しあわせの村

11月20日 :秋のメネット親睦会、神戸マラソン

折返点での応援 場所 :県立舞子公園と河

合メネット宅

11月26～27日 :米子クラブとのＤＢＣ交流会

場所:皆生温泉と大根島

12月13日 :クリスマス例会「北米の伝統的ター

キー・デイナーを賞味」

場所:神戸レガッタ＆アスレチック・クラブ

1月7日:神戸Ｙ125周年記念会とワイズ新年会

場所:うはらホールとな也さん

2月14日:タイムオブファースト（パンの手配）

と切手整理

3月27日:ファンドレイジングの甘夏販売

4月4日 :春のメネット親睦会、武庫川堤防のお

花見とCアミューでの昼食

5月31日:神戸YMCA総会の手伝い

******

クラブからのお知らせ
▽新年度を迎えます。会費の納入をお願いしま

す。

▽7月14日(土)第１回六甲部評議会＆合同納涼

会が、ブルーミンメドーにて開催されます。

１部 14:00～15:50 評議会

２部 16:00～17:30

講演:｢平清盛と源頼朝-現代の歴史学から見て｣

講師:高橋昌明神戸大学名誉教授

３部 18:00～20:00 ８クラブ納涼会

会費:1、2部 資料代1000円

3部 男性6000円 女性 5000円

▽6月9、10日に第15回西日本区大会が、米原の

滋賀県立文化産業交流会館、長浜の長浜ロイヤ

ルホテル、長浜文化芸術会館で開催されました。

鵜丹谷会長（当時）、進藤現会長をはじめ、

16名のメン、メネットが参加しました。

クラブ表彰では、ノンドロップ賞を受賞しま

した。



とうとうやってきたメネット会長

長内靖子

ワイズメンズクラブに入会させて頂いてから

何年になるのやら、のらりくらりとかわしてき

ましたが、もうお断りできないです。お引き受

けいたします。

河合純子さんが２年も会長を快く引き受けて

くださって、本当に感謝申し上げます。楽しい

メネット会をありがとうございました。この絆

を大切にさせて頂きます。

７月よりワ・カ・イ・オ・サ・ナ・イがメネ

ット会長をさせていただきます。若いなんて！

55歳になろうとしているのになんて嬉しいお言

葉！私は嬉しいですが、若い方々が入会してい

ない現実です。

入会させて頂いたその日の例会で、必ずメネ

ット会長が回ってきますからと伺っていました

が、何をするものやらヤレヤレいやだなぁと思

っていました。でも、もうお断りできません。

仕事は理由になりませんもの。

不手際があることをお許し頂いて（のんびり

ではなく）《ユックリ急いで決めたことは必ず実

行しよう》の進藤会長の号令のもと張りきって

まいります。ＧＯ～

この一年皆様のお力とお智恵をお借りして楽

しい会になればと思っています。

私は、神戸市中央区（昔は生田区）で生まれ、

北野小学校で私のすべての美意識が育まれまし

た。

美術の時間は、毎回全色絵具を出して絵を描

いたり、大きな手のひら以上の石に彫刻刀で顔

を掘ったりと抽象芸術家の先生が子供に芸術さ

せていました。

ピンキーとキラーズの頃ですから、編上げの

白のロングブーツの子供用は売ってなく、大人

の一番小さなサイズを履いていました。みんな

おしゃれの先端でした。張り合うのではなく小

学生なのにおしゃれが大好きでした。ギンガム

チェックのボタンダウンシャツにジーンズのア

メリカンな男の子も、ツイッギーさながらのサ

イケな女の子もいました。

兄に「洋服の組み合わせがわかれへんわ？」

と問うと兄は「阪急電車の改札で人を見ていた

らよく分かるよ」と教えてくれました。阪急電

車なんですね。昔から・・・。その頃から歩い

ている人を見ると、その方の服装で何か一つ変

えていいなら何を変える？と心の中で思ってい

ます。上着を変える？スカートを変える？と。

そこまで洋服が好きだったのに本職にしなか

ったのは、バービー人形が原因です。バービー

の洋服が好きで好きで、自分でも作るようにな

って、休みの日には一日洋服を作っていました。

小学生なのに頭が痛くなって、私にはこれはあ

ってないと小学生で悟りました。でも洋服は大

好きです。

小学生では大阪万博の影響もあります。卒業

式の練習があるという日に父の仕事の関係で、

万博の開会式に参加できることになった時、迷

いもなく学校をお休みし開会式に行きました。

各国のパビリオンを回って、アメリカの月の石

よりアフリカの国々に感動し、360度の未来の映

像（愛知万博より素晴らしかった）、民族衣装、

踊り、芸術、太陽の塔の中の人類の誕生の神秘、

ミュンヘンビールの長いテーブルでいろいろな

国の方々とカンパーイ！と42年経った今でも一

番素晴らしかったと思う万国博覧会です。トア

ロードの創業70年の帽子屋さん「マキシン」の

社長渡邊百合さんは、万博の時、まだ嫁がれる

前で前社長と知り合う前だったそうです。そこ

でコンパニオンをされていました。各国大使の

通訳もされていましたので、万博の本にもよく

載っておられます。帽子をかぶって・・・。

いつも思いますが、不思議な御縁です。

諏訪山の金星台をご存知でしょうか？子供の

ころ何のことかわからなかった金星台！今年6月

6日金星の太陽面通過で意味が分かりました。こ

こは、1874年、金星の太陽面通過の観測の為に

作られたところです。5月21日の金環日食とは違

います。金星台には昔々諏訪山動物園がありま

した。ゾウの諏訪子は、歩いて王子動物園まで

引っ越したとさ、むかしむかしのことじゃった

・・・。

今年一年よろしくご指導くださいませ。
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