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２０１３年 ８月号 

 

 

 

主  題 

国際会長 Ｐoul V．Thomsen（デンマーク）「全ての世界に出て行こう」（Go Ye Into All The World） 

アジア地域会長 岡野泰和（日本：大阪土佐堀）「未来を始めよう、今すぐに」（Start Future Now） 

西日本区理事 高瀬稔彦(岩国みなみクラブ)「志をもって例会に参加し、学びの機会を持ちましょう。」 

六甲部部長 山田滋己（神戸ポートクラブ）「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 大田 厚三郎 「思いをひとつにして、クラブの活性化をはかろう」 

【強調月間-８月】  Youth Activities 

  身近なユースの活動を知り、協働を図りましょう。 

身近なユースとして、YMCA で活動するユースリーダーがいます。YMCA の活動を共にしたり、ワイズ例会に招いたり、

活動の中で接点を持っているクラブは数多くあるかと思います。 

では、ユースリーダーが日々どのような活動をしているのか、皆さんはご存じでしょうか。まずは彼ら彼女たちの活動を

知ってください。そうすれば協働を図ることも見えてくるはずです。          Y サ・ユース事業主任 正野忠之

（大阪河内） 

【今月の聖句】 

お前たちの騒がしい歌をわたしから遠ざけよ。竪琴の音もわたしは聞かない。 

正義を洪水のように恵みの業を大河のように尽きることなく流れさせよ。（アモス書５章２３～２４節） 

 
    ８月例会 案内 

日時：８月２０日（火） 
   １９：００～ 
場所：居酒屋「山本」（JR 新長田駅山側） 
会費：メン＝４千円 

メネット＝３千５百円 
内容：①震災後の長田の賑わいについて 
    （地元の方のお話） 
   ②ジャガイモ販売の取り組み 
神戸西クラブの活動の原点である長田での

例会です。震災で大きな被害を受け、今な

お完全な復興にいたっていない街、長田。

また『復興』という名の下に、その様子を

大きく変えている街でもあります。今こそ

原点に戻り、街とクラブと私たち自身の将

来を、ともに考えましょう 

７月のデータ 

在籍会員数                        １３名

例会出席者数                        ８名

うち会員数（事務例会含む）               ８名

会員出席率                            ６１．５％

メネット・コメット数                           ３名

ゲスト・ビジター数                           ２名

誕生日おめでとうございます！ 

岡山美弥メネット（8 月 8 日）  松本弥規メネット（8 月 9 日） 

岡山泰典メン  （8 月 13 日） 小澤あい子メネット（8 月 22 日）

宮田泰子メネット（8 月 26 日） 

ファンド（これまでに西日本区へ総金した額） 

Ｙサ・ユース ２１，０００円   ・ＦＦ    １，６００円 

ＣＳ １０，５００円  ・ＢＦ 切手３２１円＋３，６００円 

ＴＯＦ ５，２００円  ・ロールバックマラリア ４，０００円 

東日本復興支援基金（ヘキサゴン）  ８０，０００円 
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７月例会の報告 

日 時  ７月１６日（火）１９：００～２１：００ 
場 所  三宮、神戸ＹＭＣＡ本館 ４階、サイコー亭 
出席者  会員：神戸西：メン：大田厚三郎、太西裕二、加茂周治、坂本 滋、野口善國、 

松田洋輔、松本正史、吉田昌義、 

                  メネット： 大田忠子、加茂真喜子、松本恵子 

                  ゲスト：山田滋己（六甲部長、神戸ポート）、小野勅紘（EMC 主査、西宮） 

内 容 

 １．山田滋己六甲部長の挨拶 

    今年度部長主題の意味と取り組みについて説明がされました。 

 

 ２．小野勅紘六甲部 EMC 主査の会員増強方針の説明 

  ① 「六甲部２００」を今後５か年で達成するには、現有１５７名に４０名を増員する目標。 

      ただし、５年間で退会を４０名未満に抑える。⇒入会８０名以上が必要。 

      →各クラブが年に２名以上増員する。同時に退会者を１名未満に抑える。 

    ② １人が１人がワイズの伝道者！１人が１人を連れて来る。 

 

３．「クラブ総会」 

① ２０１２－２０１３活動報告承認 

② ２０１２－２０１３会計決算報告承認 

③ ２０１３－２０１４役割分担承認 

④ ２０１３－２０１４活動方針（案）・年間活動スケジュール承認 

⑤ ２０１３－２０１４会計予算（案）承認 

（文：大田厚三郎会長） 
 
 

今 後 の 日 程 

◆ ８月事務例会：（８月２７日（火）１９：００～２０：００、神戸 YMCA 本館 ５階５０３会議室） 

◆ ９月例会 

 日 時  ９月１７日（火）１９：００～２０：００ 場 所 神戸ＹＭＣＡ４階、サイコー亭跡 

 内 容  ①講話「介護保険の仕組みについて」 講師 大田厚三郎会長 

      ②ジャガイモ販売の取り組み 

◆ ９月事務例会（９月２４日 １９：００～２０：００  神戸ＹＭＣＡ５階 ５０３会議室） 

◆ １０月事務例会（１０月１５日（火）１９：００～２０：００ 神戸ＹＭＣＡ５階 ５０３会議室） 

◆ １０月例会『ジャガイモ例会』（１０月１９日（土）９：００～  中央卸売市場） 

   ※恒例のジャガイモ例会を予定しております。当日のスケジュール調整、よろしくお願いいたします。 

    また、ジャガイモ販売のチラシを同封しております。裏面には、『ワイズメンズクラブとは』という

説明文も掲載されております。ジャガイモ販売のみならず、この機会にワイズメンズクラブの活動を、

多くの方に知っていただき、一人でも多くの理解者、そしてメンバーを獲得しましょう！ 
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◆ その他   １１月例会：１１月１９日（火）いのちの電話の講話と献金を予定 

       １２月クリスマス例会：１２月７日（土）・・・会場は「グリーンヒルホテル」の予定 

 

 

六甲部・他クラブ 周年行事等の案内 

◆ 六甲部会（神戸ポートクラブ２５周年記念例会を併せて開催） 

日 時  ９月７日（土）１３：３０～１９：００ 

場 所  神戸クリスタルタワー３階  クリスタルホール（ＪＲ神戸駅南） 

内 容  第一部 メネットアワー 

     第二部 六甲部会、神戸ポートクラブ２５周年記念例会、記念シンポジウム 

     第三部 記念パーティー     ※詳細はわかり次第お知らせいたします。 

 

 

お知らせ 

◆ 第２回報告 六甲部評議会（於：神戸大学海事科学部 梅木ホール） 

去る７月１３日（土）に、神戸大学海事科学部（旧：神戸商船大学）にある梅木ホールにて、約５５名

が出席する中、第１回六甲部評議会と８クラブ合同納涼会が行われ、ワイズメンズクラブ六甲部の新しい

１年が始まりました。 

評議会では、直前部長である上野ワイズより昨年度の報告が行われました。また、新部長である山田部長

より、部長主題の説明や今年度にかける意気込みが語られました。新旧主査からの報告・方針説明も有り、

新しい年度の始まりを実感する会となりました。 

 評議会のあとに行われた、８クラブ合同納涼会では、ＮＳＣ（吉本総合芸能学院）ご出身の２組による

漫談と漫才が披露され、大いに盛り上がりました。その後の会食においても、メンバー相互の交流の機会

を持つことが出来ました。                            （文：太西裕二） 

 

 

◆  日本ＹＭＣＡ同盟から協力のお願い（抜粋） 

ビッグハートプロジェクトの情報を受け付けております。 

次回の ML による情報発信は、8/2（金）を予定しています。 

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

情報の提供は、下記のフォームにアクセスをして提供願います。ブログなどを利用されているＹはその

アップと同時にご提供いただけると、こちらもフェイスブックなどにリンクを張ることができます。 

可能な限り新鮮な情報をご提供いただけると助かります。また、リンクするサイトなどがない場合にも、

写真など視覚に訴えるものをリンクまたは山根宛の別メールでご提供ください。 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGxLRlZ5dUtxZEs0RHdUYjRpQjZnbEE6MQ 

メールマガジン・同盟ＨＰはそれら情報を２週間分、ニュースレターは 1ヶ月分を原則として、掲載で

きる情報量に限りがありますのでこちらで情報を選んで掲載をさせていただいています。情報は、随時受

け付けています。ご協力いただきたく、宜しくお願い申し上げます。 
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◆ 理事通信より 

＜西日本区会員数＞ 

２０１３年７月１日現在で、１，６０４名 ８６クラブです。 

 

＜各部会開催のご案内＞ 

８月３１日（土）13:00～17:30  中部部会    金沢都ホテル       

９月 １日（日）16:00～       京都部部会   ホテルグランビア京都  

９月 ７日（土）13:00～       六甲部部会   神戸クリスタルホール  

９月１４日（土）11:30～       阪和部部会   大阪府紀泉わいわい村  

９月１５日（日）13:00～16:00  中西部部会   茨木市役所スカイレストラン  

９月２８日（土）13:00～       西中国部部会  広島ＹＭＣＡ  

９月２９日（日）15:00～        九州部部会   菊南温泉ユウベルホテル  

１０月 ５日（土）14:00～18:00  びわこ部部会  琵琶湖上「観光船ビアンカ」  

１０月１２/１３日 14:00～       瀬戸山陰部部会 姫路市家島町男鹿 中村荘   

  

＜その他 スケジュール＞ 

７月３１日～８月４日  アジアユースコンボケーション（フィリピン）   

８月２～４日      第２５回アジア大会開催   （フィリピン）  

９月７日（土）    熊本ひがしクラブ１０周年記念式典（玉名 司ロイヤルホテル）  

１１月２日（土）    大阪クラブ創立８５周年記念例会 （大阪 YMCA 土佐堀会館）   

１１月１６～１７日  第２回西日本区役員会  

2014 年２月１６日(日)  京都東稜クラブ１０周年記念例会                             

2014 年４月  ５日(土） 京都キャピタルクラブ３０周年記念例会  

2014 年４月１２日（土）熊本にしクラブ５周年記念例会  

 

 ＜西日本区事務所からのお知らせ＞ 

８月１２日～１８日まで夏季休暇とさせていただきますのでよろしくお願いいたします  

   （よって８月１０日～１８日まで西日本区事務所の運営は休止します）   

  

 

ＢＦからの「使用済み切手」のお願い 

◆ 使用済み切手を集めます。毎月の例会時に封筒のままご持参下さい。また、ご関係各所にＢＦの趣旨を

ご理解いただき、ご協力いただけるようお声かけをお願いいたします。 
※今年度ＢＦ目標額：一人あたり１４００円 
 

会計からのご連絡 

 ＊例会時に会費の納入をお願いします。 

 ◎ 郵便振込もできますのでご利用下さい。会費についてのご相談は、大田厚三郎ワイズまで 
   記号 １４３３０  番号 ８０４６７０１ 口座名義 神戸西ワイズメンズクラブ 
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「神戸ＹＭＣＡマンスリーレポート」から関係分抜粋

2013 年 7 月 26 日  総主事  水野雄二 
 今年は早い梅雨明けで、早くから猛暑の夏がやってきています。20 日からは余島少年キャンプも開始され、

YMCA の夏が始まりました。異常気象が続く中、事故なく安全で、子どもたちにとってはちょっとワイルド

な体験ができる夏のプログラムであってほしいと思います。 
 
1．第 31 回午餐会、開催 
 去る 7 月 6 日（土）に標記の会を開催し、30 名の方々が参集されました。今回のテーマは「ミナト神戸

の宗教とコミュニティ」という、神戸の多文化、多宗教の共存の有り様を学ぶことができました。講師は神

戸中華教会の牧師であり、福岡女学院大学の准教授である徐 亦猛（ジョ・イモン）さんで、神戸 YMCA
の日本語学科の卒業生でもあります。徐さんは神戸における華僑の方々の伝統文化と宗教が神戸でどのよう

に変容し、また守られているかについて興味深いお話をされました。神戸という街は、このように華僑の方々

だけでなく、インド人、イスラム、ユダヤなど、勿論キリスト教に関しても豊かな歴史を持つ街であり、ま

たそれぞれが共生している街でもあります。そこで神戸 YMCA が果たしてきた働きや役割も大きかったと

自負しています。関西学院大学が編集された同じ題の本が神戸新聞から出版されていますので、関心のある

方はご覧ください。 
 
2．武田寿子前会長（理事長）感謝会、開催 
 去る 7 月 6 日（土）に、ANA クラウンプラザホテルにおいて、武田寿子さんの感謝会が開催され、60 名

の方々が出席されました。いずれも武田さんの親しい YMCA の関係者ばかりですが、中道新会長のご挨拶、

今井鎮雄顧問のお話で始まり、多くの方々が武田さんを囲んで楽しい交わりの時を持つことができました。

私は感謝の挨拶で二つの思い出をお話させていただきました。1 つは 2002 年早々に理事長就任をお願いに、

武田さんの学校を訪問しましたが、その結果を伺うためにご自宅に電話をした際、ご夫君の武田建先生から

寿子先生にお願いしたことを厳しく叱られた思い出。しかし、建先生は寿子さん理事長就任後は見事なサポ

ートをしてくださいました。もう 1 つは、2011 年、125 周年の式典のとき、兵庫県知事や神戸市長などに

感謝の楯をお渡しする際、壇上にめがねを持って上がるのを忘れられ、細かな楯の字を読めなくて、笑いな

がらお渡しされた微笑ましいエピソードを紹介させていただきました。このように、大らかで優しく、しか

し的確に私たちを導いてくださったことに改めて感謝したいと思います。11 年間、お疲れ様でした。そし

て、ありがとうございました。 
 
3．第 27 回チャリティーワインを楽しむ会、開催 
 去る 7 月 12 日（金）に、「ワインでお洒落な暑気払い！」というテーマで、ポートピアホテル 31 階「ト

ランテアン」において、標記の会が開催されました。これは会員活動委員会が主催してくださっているイベ

ントの一環ですが、子ども奨学金、東日本大震災支援金として、その収益が捧げられている会で、今回も多

くの方々がご参加くださいました。「トランテアン」はミシュランガイド二つ星のお店の提携店で、本格的

な料理とワインをいただき、その後は楽しいオークションで盛り上がり、有意義な会となりました。これら

の収益がまた積み上げられて、奨学金などに活用されていきます。単に募金をするだけでなく、多くの友人、

知人と楽しいディナーと交わりの時を持つことができ、皆さん満足して帰宅されました。準備くださった会

員活動委員会の皆さんに感謝いたします。 



 6

4．ワイズメンズクラブ六甲部、一年の始まり 
 ワイズメンズクラブの 1 年間のタームは 7 月から始まり、6 月で終わります。いつも神戸 YMCA をサポ

ートくださっている六甲部は 8 つのクラブから成っていますが、6 月までの部長は芦屋クラブの上野恭男さ

んでしたが、7 月からは神戸ポートワイズメンズクラブの山田滋己さんです。山田さんは川崎重工にお勤め

の現役バリバリ、まだ 47 歳の若手で、ワイズも YMCA も若い力が生かせる場を作ろうとされています。

去る 7 月 13 日（土）に第 1 回の六甲部評議会と 8 クラブ納涼例会が山田さんの母校である神戸大学海事科

学部（旧神戸商船大学）で開催され、多くのワイズメンが集まりました。山田六甲部長の一年がスタートし

たわけです。山田さんの若いパワーとアイデアで神戸 YMCA との協働も新しい試みがなされることを期待

しています。 
 
5．三宮会館再開発、(仮称)灘ブランチ開設の進捗について 
 去る 5 月末に、中央区脇浜 2 丁目の土地を新しいウエルネスセンター（仮称・灘ブランチ）の用地とし

て購入し、また一方で三宮会館の土地の約 48％をマンション用地として売却することの合意に達し合意書

を締結しました。これによって、まず脇浜に新しいウエルネスセンターを建設し、その後、三宮の残された

52％の土地に新会館を建設するという段取りで準備が進められています。現在は、脇浜に関して基本設計

が終了し、建設業者の選定の段取りに入っています。建物は機械室階を含めて 6 階建（実質 5 階建）で、

プール、マシンルーム、スタジオ、児童デイルーム、高齢者デイルーム、ロッカー室などの施設が建設され

ます。完成時期は未定ですが、来年４月以降、できるだけ早い完成を期待しているところです。三宮新会館

については、まだ基本設計に入る段階まで行きませんが、年内には公益財団法人としての収益事業となる協

働事業者を決定したいとそのプロセスに入ろうとしています。進捗については、また適宜、お知らせいたし

ます。 
尚、三宮会館内には１階ロビーに現時点での進捗について会員の皆様にお知らせを始めていて、脇浜の新

会館については地図も明示してお知らせしています。 
 
6．今後の予定    

2) 幼稚園運動会 
  神戸 YMCA ちとせ幼稚園     ９月１４日（土） 
 

 
『独り言・・・。』 

◎暑い日が続きます。皆様、体調管理かいかがですか？ 
◎適時の水分・塩分補給、こまめな休息、室温・体温調整、そして十分な睡眠が熱中症対策や夏バテ対策 
には効果を発揮します。 

 ◎さらには、しっかりと食事を摂ることも忘れてはいけません。 
◎ところで今年は夏の土用の丑が２回ありました。 

 ◎シラスウナギの価格高騰により、我が家ではウナギを食べることがありませんでした。 
◎地方によってはウナギに限らず「う」のつく食べ物を食べる習慣があるそうです。 
◎長野では「馬肉（うまにく）」。そのほか、「梅干し」「瓜」「うどん」「牛肉（うしにく）」などなど。 

 ◎「我が家では、さしずめ『ウイスキー』！」なんて方もいらっしゃるのでは・・・。   
◎暑い夏をしっかりと乗り切り、実りの秋を迎えましょう！             （おおにし） 


