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２０１４年 １月号 

 

 

 

 

   新年、明けましておめでとうございます。 

   本年もどうぞよろしくお願いいたします。 
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 １月】   ＩＢＣ ・ ＤＢＣ 

地域を、部を、そして区を越えて、繋がろう！ 伝え合おう！ ワイズの魅力を！ ＷＩＴＨ ＳＭＩＬＥ！ 

ワイズ活動の一つにIBC,DBC活動があるのは、皆さま良くご存じの事と思います。 西日本区86クラブ中、約

63％がIBC、約80％がDBC締結先を持ち、その殆どのクラブが部会や区大会、アジア大会等の参加時、或いは定

期的に行き来し楽しい交流を図っていらっしゃいます。 異なる地域、クラブの間で互いに行き来することで感化し

合い、喜びを共有し、理解を深め充実した時間を過ごせるIBC,DBC活動。 休眠中のクラブは再活動を、そして、未

締結クラブの方々は締結を目指しましょう。IBC,DBC活動を通して、国内外に多くの知己を得て、更に素敵なワイズ

ライフを送られます事を心から願っております。  

交流事業主任 上村眞智子（熊本ジェーンズクラブ）

【今月の聖句】 

イエスは、ヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。  

そのとき、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て、言った。  

「ユダヤ人の王としてお生まれになった方は、どこにおられますか。わたしたちは東方でその方の星を見たの

で、拝みに来たのです。」  

(マタイによる福音書1章16節)
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１月例会案内 日時：１月 ２１日（火） １９：００～  場所：神戸ＹＭＣＡ本館４階（旧サイコー亭） 

内容： 『新年例会』   ・各会員の新年の抱負       ・神戸西クラブ憲章をみんなでつくろう。 

・神戸西クラブでしたいこと     ・次期クラブ役員のご相談 

（神戸西クラブの未来を語る）        

  ★新しい年になり、最初の例会です。今年の夢や抱負を語り合いましょう。是非、ご出席下さい。 

 

 

１２月例会の報告 

 『クリスマス例会』 

日 時  １２月 ７日（土） １２：００～ 

場 所  グリーンヒルホテル 

出席者： 大田厚三郎、加茂周治 

岡山泰典、野口善國 

松田洋輔、吉田昌義 

太西裕二、広瀬満智子 

松本恵子 

  礼 拝： 田中 豁 牧師 

   

 

     今月の例会は、恒例のクリスマス例会でした。 

   第一部は、日本キリスト教会姫路伝道所牧師 田中先生をお迎えして、礼拝の時間を持ちました。

厳かな雰囲気の中、心温まるメッセージをいただきました。 

 

 第二部の祝会では、グリーンヒルホテルのおいしい料理に舌鼓を打ちながら、ビンゴゲームでおおい

に盛り上がり、参加者全員が、豪華商品を獲得することが出来ました。 

 

 

 

１２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）       ８名 

会員出席率                  ６１．５％ 

メネット・コメット数                 ２名 

ゲスト・ビジター数                 １名 

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 

お誕生日おめでとうございます！   大田忠子さん（１月３日） 、広瀬満智子さん（１月１２日） 
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今 後 の 日 程 

 

◆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） 

 

 

ＢＦ「使用済み切手」回収のお願い 

◆ 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。 

 

◆使用済み切手の締め切りは、２月末（送付先到着分）です。まだ、お手元に使用済み切手がある方

は、１月例会および事務例会時にご持参下さい。 

 

◆使用済み切手につきましては、国内・国外に分けて頂き、切手の周囲を５ミリほど残して、台紙をカット

して頂く必要があります。例会時までに処理可能な方はお願い致します。間に合わない場合は、その

まま（処理せずに）で結構です。少しでも多くの切手を集めたいと思いますので、ご協力お願い致しま

す。 

 

六甲部・他クラブ 周年行事等の案内 
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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 ） 

 

◆ 熊本にしクラブ ５周年記念例会  （２０１４年４月１２日（土）） 

 

 

お知らせ 

◆ 理事通信より（一部抜粋） 

 

＜次年度における次々期理事候補者の推薦について＞ 

このほど西日本区定款第８条にしたがい次年度における次々期理事候補者等指名委員会が構成され、

次年度における次々期理事候補者について立候補を募ることとなりました。指名委員会は、標題の件に

関しましてここに告示いたします。クラブで立候補される方がおられる場合は、次の要領にしたがって立候

補届出の手続きを頂きますようにご案内申上げます。  

 

立候補者の資格 西日本区役員（分割前の日本区を含む）の経験がある方  

届出の方法 「立候補届出書」・「会長の推薦状（書式自由）」をご提出下さい  

届出先 指名委員会 委員長 浅岡 徹夫  

〒523‐0058 滋賀県近江八幡市加茂町８８７－１６  

期 限 2014年3月22日（土）までに必着のこと  

 

提出期限は上記の通りでございますが、事務手続き上３月８日(土)迄に御提出下さいます様、お願い

申し上げます。 

 

 

＜献金にご協力下さい＞ 

締め切りは3月15日（入金確認）です。ご協力をお願いします。 締め切り日以降は表彰対象になりませ

んからご注意下さい。 

□ ＹＭＣＡサービス・ユース献金 1人あたり 2,000円  

□ 地域奉仕・環境献金 1人あたり 1,500円  

□ ＴＯＦ（Time of Fast）献金 1人あたり 1,200円  

□ ＦＦ（Family Fast）献金 1人あたり 800円  

□ ＢＦ（Brotherhood Fund）献金 1人あたり 1,400円  

□ ロールバックマラリア 1人あたり 800円  

□ YES（Y’s Extension Support）献金 １人あたり 180円  
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□ 東日本大震災復興支援 1人あたり 1,200円  

□ ＪＷＦ（Japan West Y’s Men’s Fund）献金 1口5,000円以上  

□ ＥＦ（Endowment Fund）ＰＷＡＦ 1口ＵＳ＄120以上  

□ 使用済み切手は2月末日までに到着のこと。  

 

 

＜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』 

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  

 

 

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 12 月 20 日  総主事  水野雄二 

 この一年のご支援に心から感謝申し上げます。新しい年は、脇浜のファミリーウエルネスセンターの竣工、

三宮会館の閉館、解体、新三宮会館建設のスタートと、大きな変化の年となりそうですが、変わりませずご

指導、ご協力いただきますようお願い申し上げます。11 月～12 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．公益財団法人理事会の報告 

 公益財団法人神戸 YMCA の理事会は 2011 年 4 月に移行して以来、その回数を年度ごとではなく

通算して数えています。去る 11 月 27 日（水）に第 27 回の理事会が開催されました。概ね公益財団法

人の理事会においてはこの 2 年、三宮会館再開発事業及び灘での拠点開発についての議案が主とし

て議論されてきて、現在の進行状況になっています。第 27 回の理事会においても同様の議案が審議

されましたが、加えて 2014 年度の全体方針や組織についての協議がなされました。詳しくはまたお知ら



 6

せいたしますが、その席上で次年度の年間聖句が選ばれましたので紹介します。（従来は役員の祈祷

会で決定していましたが、今年は変則です。） 

「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。」（テサロニケの信徒への手紙

5:16̃18)です。次年度の基本姿勢として覚えて、次年度を準備したいと思います。 

 

２．街頭募金、多くのボランティアが集結 

 去る 12 月 8 日（日）の午後、神戸元町の大丸前において、国際協力募金・東日本大震災支援募金

の街頭募金活動が行なわれました。国際委員会の呼びかけで、ワイズメンズクラブやボランティアリーダ

ー、職員ら 24 名の皆さんが集り、寒い中、またルミナリエで混雑する大丸前で、募金を呼びかけ、多くの

募金を得ることができました。特に、今回はフィリピンの台風 30 号被災救援をメインとして呼びかけられ

ました。また、7 日（土）には芦屋ワイズメンズクラブの 10 名の皆さんが芦屋にて街頭募金を実施してくだ

さいました。寒い中、皆さんのご奉仕に感謝いたします。 

 

３．今後の予定    

１） 公益財団法人第 28 回理事会 

日 時：１月２２日（水）午後６：３０～８：３０ 

場 所：神戸 YMCA ４F 会議室 

 

2) 第 32 回午餐会 

  恒例の午餐会に次回は日本 YMCA 同盟総主事の島田茂さんをお招きし、世界の YMCA の動き、

日本の YMCA の挑戦を通して青少年の課題についてお話を伺います。是非、ご参加ください。 

日 時：２月 1 日（土）正午～午後 2 時 

場 所：神戸 YMCA ４Ｆ 会議室 

テーマ：YMCA、世界最大の青少年団体の挑戦 ～地球市民育成と平和文化～ 

講 師：島田 茂さん（日本 YMCA 同盟総主事） 

会 費：１，５００円（昼食代を含む） 

申 込：本部事務局 

 

3) チャリティーワインを楽しむ会（予告） 

日時：２月 ７日（金） 

場所：ポートピアホテル 

 

『独り言・・・。』  

◎ 改めまして、新年おめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。 ｍ(_ _)m 

◎ 皆様はどんなお正月を過ごされましたか？  (*^_^*) 

◎ 今年も、正月一日から仕事をさせて頂く幸せをかみしめていました。 (^o^) 

◎ 今年の私の抱負は・・・、『痩せる！！！』です。 (^_^)v 

◎ 目標は『３キロ減！』・・・・焦らず、無理せず、現実的な目標です・・・。 (^^;)  


