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２０１３年 １１月号 

 

 

 

主  題 

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」 

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」 

【強調月間 １１月】   Ｐｕｂｌｉｃ   Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ   Ｗｅｌｌｎｅｓｓ 

 ワイズデーでワイズメンズクラブのＰＲを！ 

ワイズデーは、日本の大阪ワイズメンズクラブが初めて国際協会に参加した日を記念して１１月 10 日にワイズデ 

ーといわれるようになりました。各部・各倶楽部にてワイズデー前後にいろいろな催しがされます。そのことをメン 

バー以外の人に広報してワイズメンズクラブのＰＲ活動をしましょう。他の部・クラブにも情報提供しましょう。  

                     広報事業主任 加藤 信一

【今月の聖句】 

またイエス・キリストは、あなたがたのために天に蓄えられている、朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐ者

としてくださいました。                                   （ペトロの手紙Ⅰ １章 ４節） 

1１月例会 案内 
日時：１１月１９日（火） １９：００～ 

場所：神戸ＹＭＣＡ本館４階 旧サイコー亭 

内容： 

① 講話：「神戸いのちの電話の働き」 

講師：正岡 茂明 氏 

   （神戸いのちの電話 事務局長） 

② 献金贈呈 

１９８１年６月に開設された「神戸いのちの電

話」。心の支えを失った人たちと共にありつづけ、

３２年。年間約１２,０００件の相談電話に応じ、

多くの方の『いのち』と『こころ』を救ってこられま

した。その活動に敬意を表し、また今後の活動

のお手伝いをさせていただくためにも、正岡様を

ゲストにお招きし、お話を伺います。皆様、是非

ご出席下さい。 

１０月のデータ 

在籍会員数                        １３名

 例会出席者数                       １２名

うち会員数（事務例会含む）              １２名

会員出席率                            ９２．３％

メネット・コメット数                           ３名

ゲスト・ビジター数                           ０名

誕生日おめでとうございます！ 

松本 正史メン （１１月３日） ・大田 厚三郎メン（１１月１６日）

太西 裕二メン （１１月８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 



 2

１０月例会の報告 

日 時  １０月１９日（土） ９：００～１４：００ 

場 所  神戸中央卸売市場 

   内 容 「ジャガイモ例会」  

   参加者  メン：上杉 徹、大田 厚三郎、太西 裕二、岡山 泰典、小澤 昌甲、加茂 周治 

        坂本 滋、野口 善國、広瀬 満智子、松田 洋輔、松本 正史、吉田 昌義 

        メネット：加茂 真喜子、松本 恵子、宮田 泰子 

 

 時折小雨の降るあいにくの天気でしたが、ジャガイモ運びに汗を流すには、絶好のお天気でした。 

 

 山のように積まれていたジャガイモとカボチャは、お待ち頂いている皆様のもとに、つぎつぎと運ばれていきました。 

『とうや』は男爵に比べ、煮崩れしにくいらしく、煮込み料理にはもってこいだそうです。これからの季節、おでん・肉じ

ゃが・カレーなど、こころも身体もあったまる料理にはぴったりです。ご購入頂いた皆様のご家庭を、温めてくれるので

しょう。 

 

 今年の販売総数については、確定次第お知らせ出来ると思いますが、前年よりも少なかったと聞いています。来

年は、さらに多くの方のこころと身体を温めるべく、今から準備していきましょう！ 

 

 

馬鈴薯【とうや】の品質特性 

いもが球形で、目が浅く大いものそろいが良いので、剥皮しやすく歩留りも高く、また酵素による剥皮褐変も少ない

ので一次加工などの業務用にも適します。肉質はやや粘質で、舌ざわりはきわめて滑らかです。煮くずれは「男爵

薯」や「ワセシロ」より少なく、調理後黒変はみられません。「キタアカリ」のような香りや、「男爵薯」や「農林１号」のよ

うなジャガイモ臭は少ない。食味の評価は、好みによって異なり、粉質好みの人は低く、粘質を好む人は高く評価す

る傾向にあります。蒸しいもにすると水っぽいですが、煮物やサラダ（スライスサラダ）、リヨネーズなどに向いています。

ポテトチップやフライには向かない。ビタミンＣ含量は「キタアカリ」より少ないが「男爵薯」及び「ワセシロ」より多い。グリ

コアルカロイド含量は「男爵薯」より多く、特に曝光による増加が「メークイン」並に多い。 

（ＪＲＴ日本イモ類研究会のＨＰより） 

 

 

★ 新長田鉄板粉もん祭  体験レポート 

残念ながら、今回の参加は見送られた『新長田鉄板粉もん祭』でしたが、当日スケジュールが空いた私、太西が

体験してきましたので、その様子をレポートさせて頂きます。 

『新長田鉄板粉もん祭』は今年で９回目を数える、コテとソースの街・長田を代表するイベントです。当日は、新長

田の本町筋商店街、六間道商店街、大正筋商店街、アグロガーデン（駒ヶ林店）等の各所で、『鉄板』『粉もん』『ソ

ース』をキーワードに様々なアトラクションを開催され、大変賑わっていました。 

そもそも、８月例会にゲストスピーカーとしてお越し頂いた、本町筋商店街久榮会の山本さんたちが中心になって

されている活動の一環で、新長田（特にＪＲ以南）の活性化を図るために様々なイベントを企画されており、今回の

『祭り』もその一つです。 

新長田界隈の名店の味を一度に味わえる『お好み焼きスタジアム』、神戸学院大学の学生が中心となって運営
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する『子ども縁日』、そのほかグルメ屋台やそばめし大食い選手権、コテを使ったニュースポーツ（？）、などなど盛り

だくさん。今回、胃腸の調子を考慮して、大食い選手権には参加しませんでしたが、山本さんたちの本町筋商店街

を中心に、体験してきました。『子ども縁日』では、神戸学院大学の学生さんたちが、笑顔で子どもたちに接していま

した。私の子どもたちも１回１００円のゲームに夢中になり、抱えきれないほどの景品（おもちゃやお菓子）を頂きまし

た。 

『お好み焼きスタジアム』では、界隈の名店が６店舗集まり、それぞれのお好み焼きを１／６ずついただき、味比

べ！１／６ずつ６店舗、合計で１枚のお好み焼きをいただき３００円。各店舗とも長蛇の列で、食べながらならび、全

店制覇するという方法がコツのようでした。 

 

 当日はあいにくの荒天ではありましたが、多くの方が来場されており、今後の参加を検討したときに、ＰＲ効果は抜

群だと思います。ぜひ来年は参加できればなぁと思いながら、いっぱいになったお腹を抱えながら会場をあとにしまし

た。 

（文責：太西 裕二） 

 

今 後 の 日 程 

◆ 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） 

   ☆この機会に、ご家族・お友達もお誘い下さい！ 

 

◆ 新春ワイ・ワイ フォーラム（１月１１日（土） １３：００～１７：００、会場：神戸ＹＭＣＡ 本館） 

 

◆ 六甲部 新年会 （１月１１日（土） １７：３０～ 、会場：未定 ） 

 

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

    ・各会員の新年の抱負 

    ・神戸西クラブでしたいこと（神戸西クラブの未来を語る） 

 

◆ 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。 

 

六甲部・他クラブ 周年行事等の案内 

◆ 宝塚チャリティー市民クリスマス （１２月１３日（金） １９：００～（開場１８：３０）、会場：宝塚ベガホール） 

◆ 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 

◆ペンタゴンＤＢＣ 世話人  森田 恵三メン より 

『被災地少年サッカー大会』への支援金として、西日本区からの地域奉仕資金援助２０万円と、ペンタゴンファ

ンドからの２０万円、計４０万円を仙台３クラブ支援実行委員会へ贈呈いたしました。後日には大会収支報告が

出ることになっています。 

 

 

◆メネット事業通信 第１号より抜粋 

   「六甲部メネットアワー」                                        五十嵐かほる 主査 

 日時：９月７日（土） １３：００～１４：００    場所：クリスタルホール 

  ５２名の参加。藤川会計とともに参加しました。「ともに歩みつづけて～たいせつなキミ～」と題して開催されたメ

ネットアワーは「きらり輝くアート展」に先立って開催されました。アート展に作品を出されている自閉症のお子さんを

お持ちの３名のお母様方のパネルディスカッションがあり、その中で自閉症の特徴、自閉症のお子さんを育てる苦悩、

そして親同士で交流する中で開き直りが出来たこと、絵を描くことに子どもたちが興味を示し、描きつづけさせたこと

などをフランクにお話しされました。子どもさんが小さい時は子育てに悩み、よく泣いていたという話には涙した方が多

かったと思います。絵を描き始めた頃の絵と最近の絵を対比して見せていただき、素晴らしい上達を遂げていること

に感動しました。お子さんの一人は全国ポスターコンクールで文部科学大臣賞を取られたそうです。またこのメネット

アワーには絵を描いたお子さんたちも参加されており、誇らしげなお母さんの顔が印象的でした。 

※「きらりと輝くアート展」（９月２７日～３０日、芦屋市民センター、  来場者数：約５５０名） 

 

 

◆ 理事通信より（一部抜粋） 

＜スケジュール＞ 

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  

 

 

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１０月２９日  総主事  水野雄二 

最近の日本は急激な気候変動に身体が戸惑っているように感じがします。くれぐれも健康にご留意くださいますよ

うに。神戸 YMCA では「イベントの秋」の諸行事が無事に進められていて感謝です。最大のイベント、チャリティーラン

も間近に控え、お天気であってほしいと願うばかりです。皆様にもご参加、ご支援をよろしくお願いいたします。9̃10

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．脇浜新会館開設・三宮会館再開発進捗 

 去る 9 月 25 日（水）に公益財団法人の理事会が開催され、標記の両案件について、新たな協議と決定がなさ

れました。正式に土地の売買及び建設工事の契約が済み、脇浜については11月半ばに着工が決まり、11月15

日（金）に起工式（礼拝）が現地でもたれることになりました。現在、着工に向かって細部調整がなされています。 

 三宮会館については、現会館を 2014 年 8 月末まで使用できることになりましたので、ウエルネスについては 7

月末まで使用することとし、8 月に引越しを予定します。新会館については、理事会にて基本設計を担当する設

計業者が決定され、10 月からその作業をお願いすることになる一方、協働事業者募集のための働きを進めてい

ます。年内にはその情報を集約し、年明けには協働事業者を絞り込むことになっています。いずれにしても、来年

9 月以降の解体工事となりますので、解体工事終了後の新会館着工を考えると、いろんなことを検討する時間は

比較的余裕があります。夢をもって新会館のことを考えたいと思います。 

 

２．啓明学院 90 周年・さんだワイズメンズクラブ 20 周年 

 私は 10 月に 4 つの団体の周年行事に招かれて出席させていただきました。去る 10 月 17 日（木）には、様々

に交流させていただいている須磨の（学法）啓明学院の創立 90 周年記念式典が行なわれました。今井鎮雄顧

問が長く理事長を務められ、現在も名誉理事長でありますが、宮田満雄元財団理事長も啓明の院長をお務めで

した。その他、多くの YMCA 関係者が啓明学院の関係者でもあり、現在は阿部俊さん（学校法人理事・常議員）

が啓明中・高校の教諭でおられ、震災関連や学校法人理事会などでお世話になっています。いろいろと繋がりが

深い学院です。当日は聖路加病院の日野原重明先生（102 歳）が記念講演されました。 

 また、10 月 20 日（日）には三田市のキッピーモールにおいて、さんだワイズメンズクラブの 20 周年を記念する

講演会が開催され、なごやかで豊かな学びと交わりの時でした。講演会は神戸女学院の理事長であり院長である

森孝一先生のお話でしたが、三田と神戸女学院のつながりについてもお話されました。明治初期の元三田藩士

の子女のための学校としての神戸女学院がルーツとして語られました。有名なお話ですが、改めて学ばせていた

だきました。 

 

３．第 29 回チャリティーゴルフ、雨中で開催 

 去る 10 月 23 日（水）に、会員活動委員会がお世話くださるチャリティーゴルフが雨天にもかかわらず、56 名の

参加者を得て、芦屋ゴルフカントリークラブで開催されました。当日は台風 27 号の接近もあり、朝から雨が降り続

いていましたが、多くのキャンセルが出ることもなく雨天のゴルフを楽しんでいただきました。今回のチャリティ分を

含めて、第 1 回からの青少年指導者養成基金への累積募金額は約 850 万円になり、また、子ども奨学金にも多

くの募金が寄せられています。2011 年以降は東日本大震災支援募金にも使途を広げ、ゴルフを楽しみながら、

結果として多額の募金をしてくださっていることになっています。感謝いたします。 
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４．訃報 

 神戸 YMCA の産業医であり、公益財団法人の評議員、ウエルネス事業委員をお務めいただいていた田中賢治

先生が去る 9 月 26 日（木）に 63 歳の若さで急逝されました。田中先生は古くから三宮ブランチの早朝水泳のメ

ンバーとしてお越しになっており、ウエルネスメンバーとして多くの仲間を持つ会員でした。また私は 20 数年前より

早朝英会話の会員としてもお付き合いがあり、それ以降、様々な役割をお願いして今日に至っていました。先生

は YMCA を愛し、スポーツを愛し、運動をよくされてきた方だっただけに、あまりにも早いご逝去に皆さん、驚き、悲

しみを深くされています。田中先生の今までのご奉仕に感謝すると共に御霊の平安をお祈りします。 

 

５．今後の予定    

１）第２回常議員会 

      神戸キリスト教青年会の常議員会が下記のように開催されます。 

      日 時：１１月１１日（月）午後６：３０～８：３０ 

      場 所：神戸 YMCA ４F 会議室 

２）宝塚市民クリスマス 「キャロルを歌う夕べ」 

      宝塚ワイズメンズクラブの皆さんが中心となって、宝塚で市民クリスマスが行なわれます。 

日 時：１２月１３日（金）午後６：３０～８：３０ 

場 所：宝塚ベガホール（阪急宝塚線清荒神駅前） 

３）第５５回神戸市民クリスマス 

日 時：１２月２０日（金）午後５：２０～キャロリング、７：３０～礼拝 

場 所：神戸栄光教会 

 以 上。  

                              

 

『独り言・・・。』  

 

◎ 近畿にも木枯らし１号が吹き、いよいよ季節は晩秋から初冬へと移り変わろうとしています。 

◎ 今年の木枯らしは、平年より６日遅かったそうです。 

◎ つい最近まで『暑い』が口癖のようでしたが、秋を通り越してあっという間に冬になりそうです。 

◎ そういえば、今年の春もそんな感じでした。 

◎ 冬から春を通り越して夏になったように記憶しています。 

◎ 体調の管理が難しい季節です。しっかりと冬支度を整え、皆様、どうぞご自愛下さい。 

◎ そんな今日この頃、私事で恐縮ですが、ご報告させていただきます。 

◎ １６日から２３日まで、職場の研修で、北欧はスウェーデンに行って参ります。 

◎ と、いうことで１１月の例会には出席できません。申し訳ございません。 

◎ スウェーデンは北海道よりも北にあり、樺太やアラスカと北緯が同じくらいになるそうです。 

◎ そんな極寒の国に行くわけですので、準備に余念がありません。 

◎ 今から（？）しっかりと、肉襦袢を着込んでいきますので、心配ご無用。 

◎ 「いまからでも新しいチャレンジを！」そんな気持ちから参加を決意しました。 

◎ 福祉先進国と言われるスウェーデン。日本の将来像を重ねながら、いろんな事を見聞きしてくるつもりです。 

◎ また、何かの機会に、ご報告させていただければと思っております。                

 《おおにし》 


