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２０１３年 １２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 １２月】   ＭＣのＭはＭｅｍｂｅｒｓｈｉｐ。会議や奉仕の中にも「親睦」を大切にし、 

メンバーひとりひとりが成長できるクラブの風土を育てていきましょう！ 

元気で楽しいクラブ＝親睦×個性の違う人達の集まり 

パーソナリティの違う人達が集うことで互いの啓発がありますが、しかし、摩擦も生じます。そこで大切なことが親睦です。

親睦は、共通の趣味や話題を通じて心を豊かにしてくれ、親睦で得られたエネルギーは友情を生み、団結力を生みま

す。この親睦をベースにして、お互いが違うと言うことを知ること、そのうえで相互理解をすれば、自己反省が生まれ自 

己成長に繋がります。親睦は価値観の違う人や個性の違う人達をつなぎ合わせる接着 

剤の役割があるといえるのではないでしょうか。                   EMC事業主任 為国 光俊（京都パレス）

【今月の聖句】 

ヤコブはマリアの夫ヨセフをもうけた。このマリアからメシヤと呼ばれるイエスがお生まれになった。 

(マタイによる福音書 1 章 16 節)

 

1２月例会 案内 

 

日時：１２月 ７日（土） １２：００～ 

場所：グリーンヒルホテル 神戸 

     神戸市中央区加納町 2-8-3 

電話０７８－２２２－０９０９ 

内容： 

第１部 礼拝（12：00－12：30） 

   説教「クリスマスを待ち望んだ人々」                 

田中 豁 牧師 

第 2 部 祝会（12：40－14：30） 

 会食・ビンゴゲームなど 

会 費 ４，５００円 

  （コメット中学生以下 １，０００円） 

１１月のデータ 

在籍会員数                        １３名

 例会出席者数                       １１名

うち会員数（事務例会含む）               ９名

会員出席率                            ６９．２％

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！ 

上杉 直子 メネット （１２月２３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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１１月例会の報告 

 

日 時  １1 月１９日（火） １９：００～ 

場 所  神戸中央卸売市場 

出席者  会員：神戸西：メン：上杉 徹、大田厚三郎、岡山泰典、小澤昌甲、 

加茂周治、坂本 滋、野口善國、松本正史、吉田昌義、 

              メネット： 大田忠子、 

              ゲスト： 正岡茂明（講師） 

１．全国リーダー研修会報告         報告者：受野口 笑子（野外活動リーダー） 

日時 １０月１２・１３・１４      会場  京都 

北海道から九州までの全国のＹＭＣAリーダーが７９人参加。 

国際、共生、こどもなど４つのセッションがあり、グループワークを行った。好きな生物を画用紙に

描いて身体で表現したり、会議室の床にブルーシートを敷いていて、それを海と考えて、海の中で起き

た困難な課題の解決を一緒に考えたりした。今回の学びをこれから生かして行きたいと報告があった。 

 

 

２．ゲストスピーチ 「神戸いのちの電話の活動について」  

講師 正岡茂明氏（神戸いのちの電話事務局長） 

（要旨） 

「いのちの電話」の発祥地は、イギリスのロンドン（１９５３年）。「サマリタン」（良きサマリア人）と

呼ばれた。以来、この運動は世界１００ヵ国５００以上の電話センターへと発展した。 

 日本では１９７１年東京でスタート。２０１０年現在で、全国５０センターが開局。年間総数７５万

件以上の相談を受信しています。 

 神戸いのちの電話は１９８１年６月２０日開設。現在、約１６０名の相談員が月間約１，０００件、

年間約１２，０００件の相談を受信。 

 我が国の自殺者は長らく３万人を超えていたが、２０１２年に３万人を下回った。その原因を推測す

ると、４０代、５０代の自殺者の減少が挙げられる。一方、２０代～３０代の若い人たちの自殺は増加

している。就職できないことで、引きこもりやニートとなる。また就職したが行き詰る、定着できない

若者が増えている。 

 神戸いのちの電話は、平日は８：３０－２１：３０、土日は８：３０－翌日の１６：３０まで。 

第４週の金曜日～土曜日も連続で相談を受けている。理想としては３６５日２４時間の開設であるが、

相談員の数が足りなくて、実現できていない。相談員は無償で従事するだけでなく、日々の研鑽・研修

費用は自己負担である。そのことも相談員の応募が少ない理由かもしれない。 

 

 

お悔やみ          

加茂周治ワイズのご母堂様がご逝去されました。謹んで、お悔やみ申し上げます。 

     亨年９７歳。大往生されました。ご葬儀はご家族で営まれました。 

    謹んで、哀悼の意を表します。  
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今 後 の 日 程 

◆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） 

    ・神戸西クラブ憲章をみんなでつくろう。 

       ・次期クラブ役員のご相談 

 

◆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。 

     講話「あなたは、ジンバブエを知っていますか？」（仮題） 講師 正岡 茂明氏 

 

◆２月事務例会（２月２５日（火）１９：００～２０：００、神戸ＹＭＣＡ本館５階、５０３会議室） 

 

◆３月例会（３月１８日（火）１９：００、神戸ＹＭＣＡ本館４階、旧サイコー亭） 

   太西 裕二会員の福祉講話「スウエーデンの福祉事情」 

     ＊このたび、スウエーデンの福祉事情を、実地調査されました。 

◆３月事務例会（４月１日（火）１９：００～２０：００、神戸ＹＭＣＡ本館５階、５０３会議室） 

    

 

◆お花見会ー有志会員、希望者（４月５日（土）、場所未定） 

 

◆４月例会（４月１５日（火）１９：００、神戸ＹＭＣＡ本館４階、旧サイコー亭） 

   （予定）講話「里親制度の国際比較」（仮称）  講師 橋本氏（家庭養護者促進協会事務局長） 

      ・献金 

 

◆４月事務例会（４月２２日（火）１９：００～２０：００、神戸ＹＭＣＡ本館５階、５０３会議室） 

 

 

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） 

 

◆ 芦屋クラブ「クリスマス例会」（１２月２３日（月・祝）１８：００～、ホテル竹園芦屋、男性６千円、女性５千円） 

 

◆ 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：グリーンヒルホテル） 

    主催：六甲部、神戸クラブ      ※詳細情報が入り次第、お知らせ致します。 
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◆ 神戸学園都市クラブ ２０周年記念例会  ２０１４年２月１５日（土）  会場：エスタシオンデ神戸 

 

◆ 西日本区次期会長・主査研修会（３月８－９日。新大阪 チサンホテル ） 

 

◆ 六甲部第２回評議会（３月１５日（土）、神戸ＹＭＣA ） 

 

◆ 神戸 YMCA 国際協力街頭募金 

   日 時   １２月８日（日） 午後２時～４時 

   場 所    神戸大丸前 

   主 催    神戸ＹＭＣＡ、ワイズメンズクラブ六甲部 

※ ご参加いただける方は、午後２時ー４時の間にお越し下さい。 

※  

◆ 熊本にしクラブ ５周年記念例会 ２０１４円４月１２日（土） 

 

お知らせ 

◆ 理事通信より（一部抜粋） 

次期国際会長と国際議員の選挙 

次期国際会長と次期国際議員の選挙は、かならず投票権を行使してください。すでにクラブ会長宛に次期国際会

長と次期国際議員の投票用紙と候補者略歴をお送りしています。投票の締め切りは、2014 年1 月31 日国際協

会到着分となっておりますが、できるだけ年内に投票行動をお願いします。 

なお私たちが所属するアジアエリアからは、南東アジア区から元アジア会長として大いにお働きいただいたWichian 

BOONMAPAJORN ワイズが立候補されています。大変重要な選挙となりますので、投票権のあるクラブは、必ず投

票権を行使されるようお願いします。 

なお国際会長の他の候補者は、Anto K.ANTONY( 西インド)区  K.G.VARGHESE（南西インド区）のおふたりです。 

 

フィリピン台風30 号被害救援募金のお願い 

11 月8 日に猛烈な台風30 号が直撃したフィリピン中部では、犠牲者が4,000 人を超え、暴風雨や高潮によ被

害で家屋と肉親を失った多くの民衆が困窮し、救援を待ち望んでいます。著しい治安悪化や通信手段の断絶で、

支援が遅々として進まない現状ですが、被害の凄まじさから息の長い支援が期待されるとして西日本区会員各位

に緊急募金のお願いをさせていただきます。 どうぞ皆様のあたたかいご支援、ご協力をお願いいたします。 

西日本区の募金の概要が決まりましたのでお知らせいたします。 

募金期間：2013 年11 月20 日(水)～12 月31 日(火) 

送金先：日本YMCA 同盟経由、アジア・太平洋YMCA 同盟（西日本区の募金全額が現地に送られます） 

西日本区の振込取扱票を利用して、お近くの郵便局からクラブ単位で西日本区事務所へご送金をお願いします。

また振込用紙の通信欄に「フィリピン支援」とご記入ください。 

 

＜スケジュール＞ 

1 月25 日(土) 13：00～     ユースコンボケーション西日本区報告会     会場：日本綿業会館 

2 月15 日(土) 13：30～15：30 元国際会長 藤井寛敏氏 講演会 『ワイズメンズクラブの国際事業について』 
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会場：大阪YMCA10F チャペル 参加費無料  主催：大阪なかのしまクラブ 

2 月16 日(日) 16：00～     京都東稜クラブ１０周年記念例会        会場：メルパルク京都5F 

4 月 5 日(土)            京都キャピタルクラブ３０周年記念例会 

4 月12 日(土）           熊本にしクラブ５周年記念例会 

4 月 19～20 日          西日本区第 3 回役員会、第 1 回準備役員会  

 

 

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 

 

 

「神戸ＹＭＣＡマンスリーレポート」から関係分抜粋 

2013 年 11 月 27 日  総主事  水野雄二 
アドベントを間近に控え、神戸 YMCA もクリスマスシーズンを迎えようとしています。短い秋であったよ

うに感じますが、燃えるような紅葉の山々に木枯らしの季節となりました。神戸 YMCA ではスキーキャンプ

など冬期プログラムの準備に加えて、新年度準備に慌しい季節でもあります。11 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．第 16 回チャリティーラン、開催 
 去る 11 月 4 日（祝・月）に第 16 回を数える神戸 YMCA チャリティーランがしあわせの村で開催され、

午後から一時的に雨に見舞われる天候ではありましたが、多くのランナー・観衆・ボランティアを集め実施

され、無事に大きな成果を得て終了しました。今年度の参加チームは 233 チーム、ランナーは 964 名、ボ

ランティアは 298 名、観客数は 1500 名の総勢 2762 名が集った大会となりました。例年のように、各ワイ

ズメンズクラブやリーダー会はそれぞれに出店くださり、大会を盛り上げてくださいました。カレー、うど

ん、から揚げ、フランクフルト、もち、りんご、柿などなど、すべてを食べつくすことはできませんでした

が、バラエティに富む食べ物、またリーダー会はゲームコーナーなどを用意くださいました。ランはあいに

くの雨で 100 分の 1 マラソンは中止になりましたが、小学生駅伝、グループラン、成人駅伝は予定通り行

なわれ、また恒例のラッフル大会も雨が上がった中、大いに盛りあがりました。現在のところ、収入総額は、

2,415,292 円（11 月 4 日現在）となっていますが、金額にかかわらず、大きな成果があったことをご報告

いたします。実行委員で参画してくださったボランティア、当日参加のボランティアの皆さんに心から感謝

いたします。 
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５．脇浜新会館、名称決定！ 
 中央区脇浜 2 丁目に建設する新しい会館を今までは「（仮称）灘ブランチ」という表現で呼んでいました

が、10 月の理事会での議論を経て、最終的に正式名称として「神戸 YMCA ファミリーウエルネスセンター」

とすることに決定しました。内部的な呼び方としては、また別に決めたいと思いますが、対外的な正式名称

としては、このようにいたしますので、お覚えください。 
 
６．フィリピン台風 30 号被災について 
 11 月 8 日（金）にフィリピン中部を襲った台風 30 号の被害は想像を絶するもので、950 万人が被災し、

地域の 7～8 割が壊滅状況にあるという報道に接しています。現在、アジア太平洋 YMCA 同盟（APAY)や
フィリピン Y 同盟から緊急募金の呼びかけがなされていると共に、現地の最新情報に基づいて、緊急支援

がなされようとしています。神戸 YMCA も募金活動を開始すると共に、できる支援を考えたいと思ってい

ます。 
 
11．今後の予定    

1) 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 

2) 新春 YY フォーラム 
  詳細は未定ですが、以下のように恒例の YY フォーラムが開催されます。ご予定ください。 

日 時：１月１１日（土）午後 
場 所：神戸 YMCA チャペル 

 

 

 

『独り言・・・。』  

  

◎ 去る１１月２３日に、無事スウェーデンより帰国致しました 

◎ 例会に参加できず、申し訳ございませんでした 

◎ しかも、『今後の予定』を見てみると、 

◎ 『このたび、スウエーデンの福祉事情を、実地調査されました。』と、あるではありませんか！ 

◎ 実地調査などという、荘厳な（？）ものではございません。 

◎ ご期待に添えず、申し訳ございません・・・。 

◎ しかし、私なりに、見聞きしてきたもの、感じたことを、私なりの言葉でお話しさせていただければ・・・と思います。 

◎ 『福祉先進国』と言われるスウェーデン。国民性や行政システム。日本との違いは色々とあります 

◎ 高齢や障がいが、『自分らしい』生活を阻害する要因にならない、ノーマライゼーションの国でした 

◎ しかし、そこにあるのはバラ色の未来、輝かしい老後だけでは無いようでした 

◎ そんな現状も交えながら、今のニッポンをスウェーデンという国に映して見ていきたい 

◎ 私にとっては、スタートとなる旅でした 

◎ ３月例会、乞うご期待下さい（？！） 

 


