
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 ：すべての世界に出て行こう－ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ、ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ、ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ

ア ジ ア 会 長 主 題 ：未来を始めよう、今すぐに－ひとつのアジア、世界はひとつ

西日本区理事主題 ：志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう

六 甲 部 部 長 主 題 ：さらなる交流、さらなる国際、さらに活発な六甲部へ

ク ラ ブ 会 長 主 題 ：クラブの伝統を踏まえ、それぞれの役割を愉しみながら、全員参加でクラブの新しい

｢顔｣を皆で作ろう。そして、クラブに、沢山の新しいメンバーを迎え入れよう。

2014年1月 ＩＢＣ－ＤＢＣ強調月間

今月の聖句

12月在籍者 12月出席者 12月出席率

22名 86%

内功労会員 (含ﾒｲｷｬｯﾌﾟ)

1名 前月出席率

合計 22名 71%

12月分ＢＦポイント

切手 ０円 現金 ０円

本年度累計

切手 ０円 現金 ０円

会長 進藤啓介 副会長 長内建佑 井出 浩 会計 森 章一

書記 鵜丹谷剛 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 18名

メネット 11名

コメット 0名

ゲスト 12名

合計 41名

1月11日(土)4クラブ新年合同例会

日時：1月11日(土) 18時頃～20時頃

（YYフォーラム終了後）
場所：グリーンヒルホテル神戸

費用：3500円

･･但し、会員以外のユースは、1000円

乾杯は含みますが、以後の飲み物は

別途自己負担。

ドライバー 神戸ポートクラブ

開会点鐘 神戸クラブ

礼拝･祈祷 神戸西クラブ

プログラム

1)リーダー研修会報告

2)スピーチ「YMCAの課題と可能性」
ｽﾋﾟｰｶｰ 神戸 YMCA理事長 中道基夫氏

閉会点鐘 神戸学園都市クラブ

1月第2例会

◎2月以降例会について

◎その他事務連絡、協議

第2例会においても、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。

神は言われた。「光あれ」。こうして光があった。

創世記1.3

1月誕生日おめでとう
16日 川崎 孝子
19日 馬場 芳朗
19日 森 章一
19日 山口 徹



会長メッセージ

『新しい年を迎えて』
進藤啓介

今年も、健康で新しい年を迎えられた事を

感謝します。さて今日は、今年私が個人的に

やり遂げたい課題を書いてみようと思います。

まずは山行きです。65歳を迎え今行っておか

ないと行けなくなるであろう山に、再挑戦し

たいと思ってます。

一つ目は、剱岳。一昨年、娘夫婦と試みま

したが、足がつって目的を果たせませんでし

た。今年ぐらいには登っておかないともう行

けそうにありません。あの勇姿をもう一度眺

め、登らせていただきたいと思います。

二つ目は、鹿島槍ヶ岳、五竜岳、唐松岳辺

りの縦走路の散策をのんびりとしてみたいと

思います。剱岳、立山、穂高岳、槍ヶ岳、富

士山、北岳を初めとする南アルプス、等々を

眺めながらユックリ山歩きを楽しみたいと思

います。

三つ目は、最近昔の山仲間との間で、現実

味が帯びてきたヒマラヤ・エベレスト街道の

トレッキングです。飛行機を、バンコック、

カトマンズと乗り継いで最後は2800ｍのルク

ラの空港からのスタートになるとの事です。

最高高度は3400ｍのナムチェバザールだとい

う事ですが、未知の世界を10日程、味わえた

らいいなと思います。

出来ればもう一つ、沖縄の海でのスキュー

バダイビング。この数年やっていませんが、

これも今が最後かなと思い再チャレンジして

みたい事の一つです。

60歳でＹＭＣＡと出会い、若い方のエネル

ギーを頂き、新しい生活を始めました。65歳

で、又新しい事にチャレンジ出来れば、この

上ない愉しみと同時に喜びでもあります。是

非、チャレンジし続けて行きたいと思いま

す。

クラブからのお知らせ

▼新春YYフォーラム

「さぁ！飲んでしゃべろう！」
S N S

～わたしのSNS あなたは？～

日程：2014年1月11日(土）

時間：13:00～17:00
会場：神戸YMCA三宮会館
ワールドカフェ形式で、コーヒー片手に「飲んで、

しゃべって」、YMCAのネットワークを広げる機会を
持ちましょう。

▼第32回午餐会

日時：2月1日（土）正午～午後2時

場所：神戸YMCA 4Ｆ 会議室

テーマ：

YMCA、世界最大の青少年団体の挑戦
～地球市民育成と平和文化～

講師：島田 茂氏（日本YMCA同盟総主事）
会費：1,500円（昼食代を含む）

定員：40名

申込：本部事務局

YMCAの現状と青少年の課題、それらに取り組

む方向性について学びたいと思います。

また、福島の子どもたちの現状と課題について

もお話しいただきます。

▼チャリティーワインを楽しむ会

日時：2月7日（金）18:30～20:30
場所：神戸ポートピアホテル31階

フレンチレストラン「トランテアン」

費用：10000円

申込：2014年1月27日まで（先着60名）

講師：岡本博文氏

日本ソムリエ協会認定シニアソムリエ

神戸ポートピアホテルチーフソムリエ

＊チャリティオークションを行います。寄贈品を

お願いします。当日会場か、前日までにYMCAに
お持ちください。



＜今月の聖句に添えて＞

クリスマスに私たちは世を照らす光・イエ

ス様をお迎えしました。この時から世の暗黒

は消え、明るい日々を過ごすことが出来るよ

うになりました。然し今に至るも暗黒の世界

を好んで歩いる人たちがいます。

私たちにはこの光を指し示す使命がありま

す。

（山根貞夫司祭＠愛の園チャプレン）

他クラブ記念例会など
▽1月25日(土）

熊本スピリットクラブ設立総会

▽2月15日(土)

神戸学園都市クラブ20周年記念例会

▽2月16日(日)

京都東稜クラブ10周年記念例会

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

神戸・米子ワイズ

合同クリスマス会の報告
城 純一

歳末になってもしばらく暖かかった12月初旬で

したが7日の土曜から12月下旬並みの寒波となり

厳しい寒い一日でした。今年は、ＤＢＣの瀬戸山

陰部米子クラブとの合同クリスマス例会を企画し

ました。米子クラブから野口会長、遠藤副会長、

福永瀬戸山陰部主査夫妻の4名が遠路来てくださ

り合同クリスマス会を開催しました。米子クラブ

の方には早く来て頂き進藤会長、大塚さん山口さ

んの案内で灘の酒蔵巡りに案内し午後5時点灯の

ルミナリエを鑑賞してから会場に来られました。

会場は、今年も鵜丹谷さんが世話をしてくださ

り居留地15番館のレストランTOOTH TOOTHで
素敵な欧風料理を楽しむことが出来ました。

今年も毎回ブリテンに今月の聖句をお願いして

いる「愛の園」チャプレン山根先生に和歌山から

来て頂き開会礼拝の司式をお願いし「羊飼いと飼

葉桶」の題でクリスマスメッセージを頂きクリス

マスの意義をかみしめることが出来て感謝でした。

参加者は、38名と盛会でした。今年は、米子ク

ラブとの合同例会なので六甲部のクラブには案内

しませんでしたが芦屋クラブと学園都市クラブか

ら合わせて4名が参加されました。

お楽しみの歌のプレゼ

ントは、川崎さんのお世

話で大阪音楽大学3回生の

鈴木麻里さんが素敵な歌

曲を独唱され一同堪能し

ました。

ルミナリエの電飾が消

える午後9時に閉会し合同

クリスマス例会を終える

ことが出来ました。

乾杯！！

米子クラブ 野口会長



齢かさねて
よわい

京極美栄子

50年 ？？？ これはメネットのお話。

49年前、今井幸子さんから「神戸ＹＭＣＡを

中心にご奉仕する女性の会を作ろうとしている

のだけれど、参加してみない」とお誘いを受け、

前田美智子さんと一緒に行ってみました。

富尾さん、西山さん、永津さん、長山さんそ

して、現在ポートクラブの石坂さん等、全く初

対面の方々。理事さんの奥様が多いらしく、ま

だ20代の私には眩しく、緊張をしたことを覚え

ています。これは場違いと思いつヽ、皆様が不

安気な私達を暖かく迎えて下さったのと、結婚

・子育てでＹとご無沙汰だった私にとっては再

びＹに関わることの嬉しさで１ヶ月に一度程、

時には３歳の娘を連れて楽しいＹ通いが始まり

ました。勿論夫はまだワイズではなく、今にな

って思えば出発当時から神戸のメネット会には

こだわらない自由さがあったように思います。

富尾メネットがワイズのシカゴ国際大会に日

本から初めてメネットとして参加され、国際会

長から日本にもメネット会を作り認証を受ける

よう勧められたことがきっかけで1962年、神戸

ワイズメネット会が誕生しました。

これについて日本ワイズ運動史に「これは日

本区にメネット事業主任を設けられる８年前に

発足したことであり、近代日本文明発祥の地、

神戸を物語る出来事として記録されることであ

る」と記されています。

富尾さんが大阪や東京の親しいワイズ夫人に

呼びかけられ、大阪や東京にもメネット会が生

れましたが、理由は不明ですが、クラブとして

国際の認証を受けたのは神戸メネットクラブ唯

一にとどまっています。

当時はクリスマスや記念会等、特別の時を除

いてメネットがメンと共に活動するということ

はなく、メネット独自でＹのバザーに出す為の

手芸品を作ったり、バザーには主事さんの奥様

方と一緒にちらし寿司を作ったりしていました。

ＹＭＣＡ自体が青少年活動中心のシンプルでホ

ットな集まりでした。

1970年日本区のメネット事業主任が誕生し、

東京むかでクラブの及川さんが就任されました。

そして1974年第４代メネット事業主任に神戸か

ら前田美智子さんが就任され、その頃から全国

的にメネット活動が活発になって来たように思

います。

神戸クラブからは50年の間に前田美智子さん、

橋本和子さん、森愛子さん、私と４人の事業主

任を出し、アジア地域事業主任に橋本和子さん、

前田美智子さん。そして国際事業主任に橋本和

子さん、前田美智子さんを擁立出来たのはどの

時代にも揺るぎない神戸メネット会の暖かい交

わりと結束があったこと、富尾さんはじめ先輩

メネットの指導や協力の賜物でもあったことヽ

思います。

社会の変化と共に、女性の社会的な活動も盛

んになり、神戸のメネットクラブでも、社会的

に活躍しておられる女性を講師に招いてお話を

聞く会を催したり、ＹＭＣＡのバスを拝借して

あちこちに遠足したり、音楽会を開催したり、

メネット以外の方にも呼びかけファウンド作り

と広報を兼ねた催しをしていました。

メネット自身、昼間のプログラム参加が難し

くなってきた事やメンと共に活動する事が多く

なり、ワイズの例会にメネットも出席するよう

になって現在の形になって来たように思います。

50年と言うのは長いようですがあっと言う間

だった気がします。私自身、身辺の多忙さでメ

ネットとしての活動が儘ならない時もありまし

た。そんな時にも久しぶりに出席するといつも

神戸のメネットさんの暖かい笑顔と言葉で迎え

られ、仲間に入れていただきました。

神戸のメネットクラブが50年の揺るぎない歴

史を刻めたのはその暖かさと何かあれば心一つ

に結束できたことではないでしょうか。

今後もメネットの皆さんに感謝しつヽ、若い

皆さんの活躍を願い、出来る事をさせていただ

きながら日々を重ねていきたいと願っています。

元ワイズ渡辺さんを訪ねて台湾へ。中央富尾さん、

右端今井ご夫妻、左端西山さん 1978年
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