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２０１３年 １０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-１０月】  ＢＦ 

    BF は、全ワイズメンバーの参加によって集められる資金です。  

使用済み切手を収集することで世界のワイズを感じましょう。  

1933 年マサチューセッツ州クウィンチクラブが初めて古切手の売上金を、また、カナダのアニー・ベルが切手の売上金を基金に寄付したこ

とから、北米のクラブの多くが使用済み切手を集めて資金をつくり、海外からの代表を国際大会に招き始めたそうです。 使用済み切手の

収集はＢＦの原点であり、さまざまな経済状況下にある世界のワイズメンが比較的同じ条件下で参加できる事業です。みんなで集めればき

っとたくさんの切手が集まるはずです。がんばりましょう！                      ファンド事業主任 長壽 和子(岡山) 

【今月の聖句】 

「先生、律法の中で、どの掟が最も重要でしょうか。」 イエスは言われた。  

『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。』  

これが最も重要な第一の掟である。 第二も、これと同じように重要である。  

『隣人を自分のように愛しなさい。』  

 律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている。      （マタイによる福音書 22 章 36～40 節） 

10 月例会 案内 
日時：１０月１９日（土） ９：００～ 

場所：中央卸売市場  

内容：『ジャガイモ例会』 

 いよいよこの季節がやってまいりました！来る 

１０月１９日は『ジャガイモ例会』です。 

 この収益は、神戸ＹＭＣＡの諸活動の支援、 

タイワークキャンプへのリーダー派遣支援、ＹＭ

ＣＡの東日本大震災支援活動、神戸いのちの

電話、家庭養護促進協会（里親運動を進める

民間団体）などの活動支援等に使わせていただ

きます。いいものを安く販売することで社会奉仕

に繋がる、まさにワイズ活動の神髄！あとわずか

ですが、目標に向かって、もうひとがんばりす！ 

当日の倉庫番も募集中です！ 

９月のデータ 

在籍会員数                        １３名

 例会出席者数                        ７名

うち会員数（事務例会含む）               ６名

会員出席率                            ４６．２％

メネット・コメット数                           １名

ゲスト・ビジター数                           ０名

誕生日おめでとうございます！ 

野口 喜美子メネット（２日）    太西 歩美メネット（７日） 

山田 喜代子メン  （２１日）   坂本 滋 メン（２３日） 

松本 恵子 メネット（３０日）   小澤 昌甲メン（３１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＝８０，０００円 
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９月例会の報告 

日 時  ９月２４日（火）１９：００～２１：００ 

場 所  神戸ＹＭＣＡ 旧サイコー亭 

出席者  会員：神戸西：メン：大田 厚三郎、加茂周治、坂本 滋、野口 善國、松田 洋輔 

                     吉田 昌義 

                   メネット： 松本 恵子 

 

   内 容 「介護保険のしくみについて」  

講師 大田厚三郎（本会会員。ベテルおおた介護保険事務所所長） 

 

 介護保険は、保険、即ち４０歳以上の国民が将来のために保険料を納入し、必要条件に合致すれば、６５歳から介護 

サービスを受ける事ができる制度です。 

では６５歳以上で、必要条件に合致するかどうかは、市役所に「認定申請」し、「認定調査員にる訪問調査」を受ける必 

要があります。認定調査員は、申請人の身体状況等を調査し、市役所に報告します。この調査員報告書とかかりつけ医

（主治医）の「主治医意見書」をもとに、市役所が「介護認定審査会」（医療関係者、福祉関係者等からなる判定審査す

る会）を開催し、申請人の介護度を認定します。 

認定の結果が要支援１（一番軽い状態）～要介護５（寝たきり状態）の７段階のいずれかに該当すれば、介護保険の

サービスを利用することができます。ただし「非該当」と判定されると、介護保険のサービスを利用することはできません。    

「要支援１・２」の認定が出た方は、「地域包括支援センター」（神戸市では、「あんしんすこやかセンター」という。町名に

より担当がある）が窓口になるので、そこに連絡を取ります。 

「要介護１～５」の認定が出た方は、「居宅介護支援事業所」（神戸市では、「えがおの窓口」という）に連絡を取り、「ケ

アプラン」を作成してもらうことになります。 

介護度により、利用できる介護サービスの限度額が決まっています。費用は、利用したサービスの１割負担です。あと９

割は介護保険の方で負担します。高齢社会を迎え、できるだけ長く在宅での生活ができることが、望まれます。そのため

には、信頼できるケアマネジャーの確保が重要なポイントになります。               （文：大田厚三郎会長） 

 

※参考サイト 『神戸ケアネット（神戸市介護保険課のホームページ）』 

                          http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/carenet/ 

 

 

今 後 の 日 程 

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

 

◆ 神戸ＹＭＣＡ三宮本館バザー （１０月２０日（日）９：００～１５：００、神戸ＹＭＣＡ） 

  ＊手伝える方は、ご参加お願いします。 

 

◆ チャリティ・ラン （１１月 ４日（月）、しあわせの村） 

  ＊協賛金 1 口 2 万円送付予定。＊1 チーム（5 名）を登録しました。ぜひ一緒に走って下さい。 

 



 3

◆ 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 

 

◆ １１月事務例会 （１１月２６日（火）１９：００～２０：００、神戸ＹＭＣＡ本館５階、５０３会議室） 

 

◆ 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） 

 

◆ １月例会 （１月２１日（火）１９：００、神戸ＹＭＣＡ本館４階、旧サイコー亭） 

    ＊講師未定です。ご紹介下さい。 

 

◆ １月事務例会 （１月２８日（火）１９：００～２０：００、神戸ＹＭＣＡ本館５階、５０３会議室） 

 

◆ ２月例会 （２月１８日（火）１９：００、神戸ＹＭＣＡ本館４階、旧サイコー亭） 

   ＊ＴＯＦ例会にします。 

 

 

★ 新長田本町筋商店街久栄会関係行事 （※８月例会ゲストスピーカーでお越しいただいた、山本さんの活動です。） 

 ①新長田粉もん大会（新長田地区有名お好み焼６店の味を楽しむ会  

１１月３日（日）１１：００－１４：００ （於）本町筋商店街 

  ＊神戸西クラブの模擬店を出す。内容＝ポップコーン、じゃがいも販売 

   ・カレー味、キャラメル味、塩味、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キロを袋に入れて売る。 

・ ポップコーンの機械は、学園都市Ｙで借りる。 

・ 出店料無料、電気代無料、収益は各店に入る。 

 

②神戸マラソン、路上ライブ 

   １１月１７日（日） 

             ＊①、②とも、岡山泰典さん、上杉 徹さんを中心に実行をお願いします。 

             ＊ぜひ参加したいと思います。 

 

 

六甲部・他クラブ 周年行事等の案内 

◆ 瀬戸山陰部会 （１０月１２日～１３日  姫路市家島町男鹿 中村荘） 

◆ 被災地小学生サッカー交流大会 （１１月２日～３日  仙台ＹＭＣＡ他）  

◆ 新春ワイ・ワイ フォーラム（１月１１日（土）午後１時～５時。会場：神戸ＹＭＣＡ本館）    

◆ 六甲部新年会（１月１１日（土）午後５時 30 分～。会場：未定） 

◆ 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。 

（更新内容）  １．更新履歴   ２．８月分ＥＭＣ集計表   ３．クラブ例会訪問（入会式立会） 

４．資料庫（奈良クラブ、京都パレスクラブ、京都センチュリークラブのリーフレット 

 

◆HexagonDBC 改編について＜重要＞ 
国内ＤＢＣ（兄弟クラブ）の世話人の森田惠三メン（京都ウエストクラブ）からの「お知らせ」が入りまし

た。重要な内容ですので、会員は必ずお読みください。 
『広島西クラブの山野 進ワイズが６月末に突然ワイズメンズクラブを退会されたことが発端となってメ

ンバーの退会が続き、現在はチャーターメンバーの赤坂正隆ワイズお一人が残務整理にあたっておられ、ク

ラブの存立が大変むつかしい状況であることをお聞きしました。 
その結果９月末をもって HexagonDBC を離脱したいとの申出でを受けました。協議の結果、いつの日に

かまた復活が遂げられることを期待して残念ながらその申出でを承諾いたしました。よって今後は

Pentagon DBC に改編することをお知らせいたします。』 
 

◆ 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） 

＜スケジュール＞ 

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。 

 

 

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 

※今月はＢＦ強調月間です。是非ご協力を！！ 

 

 

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 

 

 

「神戸ＹＭＣＡマンスリーレポート」から関係分抜粋 

 ２０１３年９月２５日  総主事  水野雄二 

爽やかな秋晴れが続いています。神戸 YMCA ではいよいよ「イベントの秋」を迎え、運動会やバザーなどの楽しく園児、

会員、ボランティアが集う豊かな時が準備されています。皆様にもご参加、ご支援をよろしくお願いいたします。台風被害

が大きく報道されていますが、今後も台風襲来が予想されます。晴天の下、イベントが行なわれることが願われます。

8̃9 月の出来事をご報告いたしますので、お目通しください。           

 

１．タイワークキャンプ 30 周年記念交流ツアー開催 

 去る 9 月 13 日（金）より 18 日（水）まで、中道基夫会長、中尾秀一国際委員長ら 23 名で、タイチェンマイを訪問し、

ワークキャンプの 30 周年を記念する式典などを行ない、無事帰国しました。1984 年に第 1 回が開始されてから途切

れることなく毎年開催され、多い時は 23 名が参加したこのワークは 30 年で 419 名の参加者を数えます。毎回、チェ

ンマイ郊外のタイ北部の農村で、図書館、託児所、水タンク、橋、学校内施設などを建設する作業を、タイのユースや

村人の方々と共に行い、文化の交流、開発教育、奉仕活動の実践を続けてきました。今回のツアーでは、チェンマイ

YMCA の熱烈な歓迎を受け、行く先々で感謝と歓迎が表現され、また友好が深まりました。神戸からの参加者は、会

長ご夫妻をはじめ、進藤啓介神戸ワイズ会長ら神戸ワイズから7名が、また神戸ポート、宝塚ワイズからも。そして、第1

回・第 7 回のキャンパーも参加し、3 箇所のワーク地を訪問しました。滞在中、今後のワークキャンプについての協議の

場も持たれ、今後の継続が確認されました。あいにく雨季のタイで、毎日スコールがありましたが、豊かな自然の中で、

実りある記念ツアーになりました。 

 

２．本の紹介 
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 この度、日本 YMCA 同盟から「日本 YMCA 人物事典」という本が出版されました。これは明治から今日に至るまで、

日本の YMCA 運動発展のために貢献された方々が 400 数名、紹介され、どのように貢献されたが簡略に記載されて

います。読み物ではありませんが、日頃、よく耳にする先人の名前も多く有り、神戸 YMCA 関係者も 10 数名取り上げら

れています。その内、7 名分を私が執筆しました。是非、個人的に購入くださり、手元に置いていただきたいと思います。

1 冊 2,100 円ですが、2,000 円で販売します。本部事務局で在庫を持ち、販売しますので、購入希望者は本部まで連

絡ください。是非、よろしくお願いします。 

 

３．今後の予定    

１)  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） 

 

  ２) 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） 

 

３） 第 26 回公益財団法人理事会・第 8 回評議員会 

日  時：１０月３０日（水）午後６：３０～８：３０ 

場 所：神戸 YMCA 4F 会議室 

 

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・・・。』  

◎今月は仕事に追われ、ブリテンの発行も遅くなってしまいました。 

◎申し訳ございません m(_ _)m 

◎いつかは、仕事に追われるのではなくて、仕事を追ってみたいという野望を持っております。 

◎ところで、今月は BF 強調月間です。 

◎今期、ファンド主査をさせていただき、改めてファンドについて学ばせていただいていおります。 

◎広く BF について PR できるように、チラシの作成も検討中です。 

◎使用済み切手の収集、１枚でも結構です。是非ご協力下さい。 

◎忙しくて例会に参加できない方も、気軽に参加できる活動こそが BF です！ 
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