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２０１３年 ９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-９月】  Ｍｅｎｅｔｔｅｓ 

  メネット、コメットを誘って例会を持ちましょう！ 

         笑顔も広がり、クラブに活気が出てくるはずです！ 

 日頃の例会にメネットの方々も参加されていますか。 

「声をかけても絶対来ないから・・・」と言わず、是非メネット、コメットに例会参加を呼びかけてみてください。彼らの参

加で例会の雰囲気も変わってくるはずです！できればメネット月間にふさわしい「メネット例会」を企画してください。  

メネット事業主任 谷本 久美子(東広島)

【今月の聖句】 

後の世のために、このことは書き記されねばならない。 

「主を賛美するために民は創造された。」                    （詩編 １０２編 19 節） 

 
    ９月例会 案内 

日時：９月１７日（火） １９：００～ 
場所：神戸ＹＭＣＡ４階（旧サイコー亭）  
内容：①講話『介護保険のしくみについて』 
    講師：大田厚三郎会長 
   ②ジャガイモ販売の取り組み 
 着実に進む日本の高齢化。中でも介護を必要

とする方の数は増え続け、神戸だけで６７４０

０人を超えるとも言われています。そんな方た

ちの生活の支えとなっているのが介護保険に

よるサービスですが、複雑なためサービスが行

き渡っていないのも現実です。そんな介護保険

について、長年福祉に携わっていらっしゃる大

田会長が、わかりやすく『しくみ』を解説して

下さいます。他人事ではない『高齢化』いつ学

ぶんですか？『今』でしょ！！ 

８月のデータ 

在籍会員数                        １３名

例会出席者数                       １０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                           １名

ゲスト・ビジター数                           １名

 

誕生日おめでとうございます！ 

吉田 篤子メネット（９月２４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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８月例会の報告 

日 時  ８月２０日（火）１９：００～２１：００ 
場 所  長田区水笠通 「やまもとや」 
出席者  会員：神戸西：メン：上杉 徹、大田厚三郎、太西裕二、岡山泰典、加茂周治、坂本 滋 

広瀬満智子、松田洋輔 

                  メネット： 宮田泰子 

                  ゲスト：山本豈夫（やまもと やすお）氏＜講師＞ 

 

   「震災後の長田の賑わいについて」 

             講師：山本 豈夫氏（新長田本町筋商店街久栄会 会長、ヤマモトヤ社長） 

 阪神淡路大震災の時、真陽小学校の避難所で生活した。そこのお世話は、自治会の役員など自

営業の方が一生懸命にされていた。それをみて、地元で商売人が頑張らんとあかんと思いました。 

 商店街は人が集まる場所になっている。これからも物事を発信する場所になりたいと思います。 

ただ、先が見えない状況は続いている。この間たくさんのイベントをしてきた。そして「スティー

ルパン」に出会った。ドラム缶を楽器にして演奏する珍しい楽器です。見た目にかかわらずいい音

が出たので、商店街の取り組みとして遣り甲斐があると思った。 

 新長田地区は、震災後、再開発の部分（近代的な町）と再開発区域外の旧地区（昭和の懐かしい

家並み）に分かれている。六軒道商店街や本町筋商店街は旧地区にある。再開発地区も苦戦してい

る。人に優しい街づくりはハード面だけではダメだ。そこに住んでいる人が優しさを持たないとダ

メだと思う。何かに取り組む中で道は開けると思い、五里霧中でやっている。 

 ＪＲ新長田駅は、地下鉄にも接続している。ここに快速電車を停車して欲しいと署名活動をして

いる。矢田市長時代に３万人の署名を集め、市議会でも可決されたが、なかなか実現しない。それ

と、震災前にあった新長田駅東口の復活も含め、署名活動を継続している。 

 本町筋商店街には５０店舗８０軒あるが、小学生の子どもがいる店舗は１軒だけ。周囲を見ても

後継者がいない。しかし最近、新規に店を開きたいという、地域外の若い人がチラホラおられる。

現状、先は暗いので、外部から店をやりたいという人に入ってもらうしか内。空き店舗に若い人を

迎えたい。出来れば、そこに住んで『住民』として継続してくれる方に。 

 このように、現在試行錯誤しながら、商店街の運営に取り組んでいます。  

 

 ※『神戸スティールパン カーニバル ２０１３』  

★全国から１１バンドが集まり、カーニバルが開催されます！是非、お越し下さい！ 

   日時：平成２５年９月１５日（日） １１：００～１７：００ 

   場所：須磨海浜公園東（時計台周辺、国民宿舎近く） 

       ＪＲ須磨海浜公園駅 下車徒歩約１０分 

   主催：アスタ新長田スティールパン振興会 

   後援：兵庫県、長田区役所、須磨区役所 

   詳細は、ホームページをご覧下さい。  http://www.asuta-steelpan.com 

 

※『神戸・新長田 鉄板こなもん祭』１１月３日（日） 新長田駅南側 商店街で開催予定 

（文：大田厚三郎会長） 
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今 後 の 日 程 

◆ ９月事務例会：（９月２４日（火）１９：００～  神戸ＹＭＣＡ本館 ５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！ 

◆ １０月事務例会（１０月２９日（火）１９：００～２０：００ 神戸ＹＭＣＡ５階 ５０３会議室） 

◆ １１月例会（１１月１９日（火）１９：００～ 神戸ＹＭＣＡ本館４階 旧サイコー亭） 

内容：「神戸いのちの電話の働き」講師：同事務局長    献金贈呈 

◆ １２月クリスマス例会：１２月７日（土） １２：００～ 会場：三宮グリーンヒルホテル 

◆ 新長田本町筋商店街久栄会関係行事 

 ①神戸スティールパンカーニバル ９月１５日（日）１１：００～１７：００ 須磨海浜公園時計台周辺 

 ②神戸・新長田こなもん祭   １１月 ３日（日・祝）１１：００～１４：００ 本町筋商店街 

  ※上記お祭りは新長田南側地域の各商店街にて同時開催されます。本町筋商店街では、「お好み焼きスタ

ジアム」を開催。新長田のお好み焼き名店６店の食べ比べが出来るイベントです。 

  ※上記イベントに神戸西クラブとして模擬店を出します。『ポップコーン』『ジャガイモ販売』 

   ・カレー味、塩味、キャラメル味のポップコーンを紙コップ１杯５０円で販売。 

   ・ジャガイモは１キロ毎に袋に小分けして販売。 

   ・ポップコーンの機械は学園Ｙで借りる。 

   ・出店無料、電気代無料、収益は各店に入ります。 

 

 

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）１３：００～１９：００ 

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  １３：００～ メネットアワー 

     １４：３０～ 第一部 開会礼拝、神戸ポートクラブチャーター２５周年記念例会 

第二部 六甲部会 

記念講演会 

『練習船 深江丸の教育活動と東日本被災地支援活動について』 

講師：神戸大学海事科学部 矢野 吉治教授 

第三部 記念パーティー      

◆ 神戸学園都市クラブ ２０周年記念例会  ２０１４年２月１５日（土） 

◆ 熊本にしクラブ ５周年記念例会 ２０１４円４月１２日（土） 
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お知らせ 

◆ 六甲部ホームページ内にＥＭＣ事業のページがアップされました。 

  六甲部ホームページ内の「事業委員会」バナーよりご覧いただけます。「事業委員会」リンク内には各事

業のページがありますが、現在公開されているのはＥＭＣ事業のみです。 

 

◆ ２０１３年チャリティーラン ご協力のお願い ～チャリティーラン実行委員会より～ 

神戸ＹＭＣＡチャリティーランは今回で第 16 回目を迎えることとなりました。これもひとえに皆様のご協

力があってのことと思います。今大会も引き続き大野実行委員長（神戸ポートクラブ）を中心に、開催に向け

て準備をすすめている次第です。 

11 月 4 日（月・休）に神戸しあわせの村にて大会を予定しておりますので、神戸ＹＭＣＡにつながる六甲

部各ワイズメンズクラブの皆様には、引き続きご支援とご協力をお願いします。 

つきましては、神戸ＹＭＣＡより各ワイズメンズクラブの皆様へ、下記の事柄につきまして、ご協力をお願

い申し上げる次第です。各クラブメンバーの皆様とご協議のうえで、ひきつづきご協力をいただきますようお

願いします。 
＜各ワイズメンズクラブへのお願い＞ 

１．各クラブからのご協賛をお願いします。  
クラブからの協賛金や､支援されているリーダー会等へのご協力をお願いします｡ 

２．各クラブメンバーの皆様へ､個人協賛のご協力をご案内ください。 
各ワイズメンバーからの個人協賛者拡大にご協力ください。一人でも多くの理解者を増やしたいと考えて

います。各クラブ連絡主事から、例会に於いて依頼をさせていただきます｡ 
３．チャリティーラン当日の運営ボランティアとしてご奉仕ください。 

各ワイズからの出店やラッフル券販売、その他当日のご協力をお願いします。出来るだけ多くの皆さんの

ご協力をお願いします。 
今年度の協賛担当スタッフは櫻井（カレッジ）です。(TEL：078-241-7203/e-mail:esakurai@kobeymca.org)  

 

◆ 理事通信より（一部抜粋） 

＜各部会開催のご案内＞ 

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＞ 

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  
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＜ＢＦデレゲート（ＢＦ代表）募集のご案内＞ 

国際より 2014～2015年度の BFデレゲート(BF代表)募集の案内が届きました。応募される方については、

書類作成の関係もありますので 10 月中旬までに西日本区理事にご連絡下さい。  

また長壽和子ファンド事業主任がご相談をお受けいたしますので、遠慮なくご連絡下さい。 

＜西中国部 部長交代について＞ 

7 月 27 日の西中国部臨時評議会において一身上の都合により山野 進西中国部部長が辞任されたため、8

月 19 日の第 1回評議会において赤羽克秀直前部長が西中国部部長に就任されました。部長主題、活動方針、

活動計画等は継承するとのことです。 

 

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。（２００５年７月～９月：９，０００円） 

 ◎ 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 
 
 

「神戸ＹＭＣＡマンスリーレポート」から関係分抜粋

2013 年 8 月 26 日  総主事  水野雄二 
 連日続いた厳しい猛暑が幾分和らいできたように感じます。神戸も久しぶりの雨が渇いた大地を潤しました。

神戸 YMCA の夏プログラムも残りわずかとなり、9 月からは新しい学期や活動期間を迎えます。余島は 9 月

一杯、お客様を迎え、まだまだ夏が延長されますが、神戸 YMCA 全体としては「イベントの秋」を迎えるこ

とになります。会員の皆様には、また様々にボランティアをお願いする時となりますが、どうぞよろしくお願

い申し上げます。 
１．中道会長（理事長）、知事・市長に表敬訪問 
 中道基夫会長（公財理事長）、武田寿子前会長と私とで、去る 7 月 4 日（木）に神戸市・矢田立郎市長

を、去る 8 月 8 日（木）に兵庫県・井戸敏三知事を表敬訪問しました。これは理事長交代に際してのご挨

拶と毎年神戸 YMCA の活動報告をしている訪問を兼ねてお伺いをいたしました。それぞれに 30～40 分の

時間をいただき、諸々のお話をさせていただきました。特に、神戸 YMCA の新しい会館建設についても説

明させていただき、YMCA への期待も伺うことができました。このように、神戸 YMCA も兵庫県、神戸市

など近隣市町と共に地域のために働くことができれば良いと思います。これからの時代は地域にあって様々

なセクターとネットワークを組んで働き、その中で YMCA の独自性、優位性を発揮して、YMCA が光り輝

く存在でありたいと願っています。 
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３．今後の予定    
1) タイワークキャンプ 30 周年記念交流ツアー 
 1984 年から開始されたチェンマイ YMCA との協働によるワークキャンプがこの 3 月の第 30 回の開催を

もって 30 周年を迎えました。それを記念して、関係者が集い、ワークを訪問すると共に、今後のワー

クキャンプについて意見を交換するツアーを実施します。また、この機会に両 YMCA の交流を深め、

友好の機会とします。現在のところ、中道会長、神戸ワイズの皆さんをはじめ 22 名が参加することに

なっています。 
  日 程：９月１３日（金）～１８日（水） 
  場 所：タイ・チェンマイ近郊 

 2)  秋のバザー・カーニバル 
   各ブランチ・センターのバザーが下記のように行われます。お出かけください。 
   三宮 YMCA 国際バザー   １０月２０日（日） 

西神戸 YMCA 幼稚園バザー   １０月２６日（土） 
西宮 YMCA カーニバル   １０月２７日（日） 

   学園都市 YMCA わいわい祭り  １０月２７日（日） 
  3) 第 29 回チャリティーゴルフ 
   29 回目のチャリティーゴルフが会員活動委員会の実行委員会で準備されています。すばらしい秋の一

日をゴルフで楽しみませんか？ 
日 程：１０月２３日（水） 
場 所：芦屋ゴルフカントリークラブ 
参加費：20,000 円（予定） 

4) 第 16 回チャリティラン 
  恒例のチャリティランが今年も開催されます。是非、ランでもボランティアでも、見学だけでもお出か

けください。 
日 時：１１月 ４日（月・祝） 
場 所：しあわせの村（神戸市北区山田町） 

 以 上。  
 
『独り言・・・。』 

◎台風崩れの豪雨、大変でした。被害に遭われた方に、心よりお見舞い申し上げます。 
◎私の職場でも、吹き込んだ雨による漏水が起こり、大変でした。 

 ◎しかし、前線も南へ下がり、一気に秋空が広がるようになってきました。 
 ◎高い空に広がったいわし雲。皆さんはなんと呼びますか？ 
◎この雲、他にも『さば雲』や『うろこ雲』とも呼ばれるそうです。 

 ◎学術的には『巻積雲』と言うそうです。 
◎呼び方はいろいろあれど、この雲を見れば、秋を実感します。 
◎ところで『○○といえば、△△！』と言われることは、他にもよくあります。 

 ◎『港町といえば神戸！』『酒米といえば、山田錦！』広く一般に認識されている、いわゆるシンボルです。 
 ◎多様化する社会の中、シンボルの存在自体が薄らいでいることも事実です。 
 ◎しかし、象徴することばによって、そのもののイメージが決まっていくことも確かです。 
◎『○○○といえば、神戸西クラブ!』皆さんはどんなことばを当てはめますか？    
◎空に広がるいわし雲を見ながら、そんなことを考える、哲学の秋です・・・。    （おおにし） 


