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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 ４月】 ＹＭＣＡサービス  ＡＳＦ 

『YMCA、ユースとの1年を総括し、次年度に活かしましょう。』 

皆さんの地域でＹＭＣＡサービスはどう展開されましたか。ユース支援の接点は作られましたでしょうか。過

去から継続されてきたもの、新しく作られたもの、様々だと思います。ＹＭＣＡサービス・ユース事業はワイ

ズ活動の原点です。この時期に振り返り、明日へつなげてください。とりわけ４月はユースとの関係作りを振

り返ってみてはいかがでしょうか。支援はできましたか？ 接点はありましたか？身近にいるユースは、皆さ

んの応援を待っています。                  Ｙサ・ユース事業主任 正野 忠之（大阪河内クラブ） 

【今月の聖句】  『マルコによる福音書１６章６-７節』 

若者は言った。「驚くことはない。あなたがたは十字架につけられた  

ナザレのイエスを捜しているが、あの方は復活なさって、ここにはおられない。御覧なさい。お納めした場所

である。 さあ、行って、弟子たちとペトロに告げなさい。『あの方は、あなたがたより先にガリラヤへ行かれる。

かねて言われたとおり、そこでお目にかかれる』と。」  

（マルコによる福音書 16 章 6、7 節） 

 

４月例会案内  

日時： ４月 １５日（火） １９：００～ 場所：神戸ＹＭＣＡ本館４階（旧サイコー亭） 

  内容： 講話  「社会的養護のこれからの方向と課題」 

  講師： 橋本 明 様（家庭養護者促進協会事務局長） 
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♪今月のお誕生日♪ 

           今月お誕生日を迎える方はいらっしゃいませんでした。 

 

 

 

 

今 後 の 日 程 

 

◆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） 

 

◆５月例会（５月２０日（火）１９：００、神戸ＹＭＣＡ本館４階、旧サイコー亭） 

 

◆５月事務例会（５月２７日（火）１９：００～２０：００、神戸ＹＭＣＡ本館５階、５０３会議室） 

 

◆６月例会（６月１７日（火）１９：００、神戸ＹＭＣＡ本館４階、旧サイコー亭） 

 

◆６月事務例会（６月２３日（火）１９：００、神戸ＹＭＣＡ本館５階、５０３会議室） 

 

◆２０１４年 ７月例会（キックオフ例会、総会、７月１５日（火）１９：００～） 

    場所未定 

 

◆木器窯スプリングフェスタ（４月２９日正午～。主催大阪西クラブ。三田市木器） 

    会費：８千円（おみやげ付）、送迎バスあり。千円。ＪＲ三田駅ＡＭ１１：１０ 

    申込：４月２０日まで。畠平 

 

 

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。 

◆本ブリテンは、例会当日、封筒のままご持参下さい。それだけで、出席者数分の使用済み切手が回

収できます。 

◆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。 
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お知らせ 

 

◆ 理事通信より（一部抜粋） 

 

＜第17期事業献金集計のご報告＞  

Ｙサ：2,778,703円、ＣＳ：2,354,948円、ＴＯＦ：2,269,236円、ＦＦ：1,054,288円、ＲＢＭ：1,189,134円  

東日本大震災被災地支援：2,583,684円、ＹＥＳ：400,317円、ＢＦ：1,988,907円（使用済切手換金含

む）、ＥＦ：183,200円＋1360ドル、ＪＷＦ：708,000円 （3月15日現在）  

3月15日（表彰対象になる献金締切日）以降も、尊い献金を皆様から頂戴しております。すべてのメンバ

ーのご厚意にこころから感謝申し上げます。  

 

＜国際選挙のご報告＞  

国際選挙の結果をご報告いたします。2014－2015国際会長にアジア地域南東アジア区のMr. Wichian 

Boonmapajorn ウィチャン・ブーマパジョン氏（タイ･バンコク）、2014－2016国際議員（アジア会長）に 同

じく南東アジア区のMr. Edward K.W.Ongエドワード・オンｸﾞ氏（シンガポール）が当選されました。なお任期

が始まった直後の国際議会（ＩＣＭ）とアジア地域大会は京都で開催されます。  

 

＜第３回役員会・第１回準備役員会開催＞  

４月１９～２０日にかけて第３回役員会と第１回準備役員会がホテルクライトン新大阪にて開催されます。

今期と次期の西日本区役員の皆様、今期の最終章にむけて、また次期への準備にむけて活発な協議を

お願いいたします。  

 

＜スケジュール＞  

4月19～20日 西日本区第3回役員会、第1回準備役員会  

4月26日(土) 13:00～熊本スピリットクラブ加盟認証状伝達式  

→ 会場：熊本交通センターホテル   会費：メン10,000円 メネット8,000円  

5月11日(日) 15:00～京都めいぷるクラブ３０周年記念例会  

→ 会場：ウエスティン都ホテル京都  会費：10,000円  

5月17日(日) 熊本ヤングクラブ５周年記念例会  

6月7日(土) 第17回東日本区大会  

→ 会場：浅草公会堂・浅草ビューホテル  

6月14～15日 第17回西日本区大会  

→ 会場：シンフォニア岩国・岩国国際観光ホテル  

6月21日(土) チャリティーコンサート 「東日本大震災被災地の障がいを持つ方たちのために」  

→ 主催：大阪なかのしまクラブ  

7月6日（日） 和歌山紀の川クラブ３０周年記念例会  

→ 会場：ホテルグランヴィア和歌山 会費：10,000円  

8月７～10日 第７１回国際大会 インド（チェンナイ）  

→申込締切 ５月２２日（木）  申込先 西日本区オフィシャルエージェント トラベルファイブジャパン  
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□ ６月１４日（土）１５日（日）に山口県岩国市で開催されます 第１７回西日本区大会の申込締切りは４

月３０日（水）です。 クラブ単位でお早めにお申し込み下さい。皆様と岩国でお会いできることを 楽しみ

にしております。よろしくお願いいたします。  

□ 「メモリアルアワー」追悼原稿・遺影提出の期限は４月３０日（水）です  

※送付先は西日本区理事事務局 渡辺までメールでお願いいたします 

 

 

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 年度の締めくくりの時を迎えました。会員の皆様には、この年度を通してご支援、ご協力、ご指導

をいただきましたことに感謝申し上げます。来る 2014 年度は「新 3 ヵ年計画」の最終年度であり、神戸

YMCAの3つの法人を通して大きな変化の年を迎えます。益々、お支えくださいますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

三宮会館再開発に伴い、脇浜のファミリーウエルネスセンターの建設に加え、新神戸アベニュー2F の

工事が終了し、カレッジが引越しを開始しようとしています。4 月からは新神戸アベニューの新（仮）校舎で

授業が始まります。また、学園都市の「YMCA ちとせ保育ルーム」も工事が終わりました。それぞれに新し

いスタートの 4 月です。春休み期間の余島のキャンプ、スキーキャンプなども残されていますし、福島の子

どもたちを余島に招く I'm a partner Campも行なわれますが、来週は桜の下で子どもたちの「いのち」が弾け

る（spring)春を感じたいものです。2 月～3 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．ワイズメンズクラブ六甲部会長・総主事懇談会、開催 

 毎年 2 月に開催していますが、去る 2 月 21 日（金）にワイズ会長の方々との懇談会を開催し、各クラ

ブから新旧の会長の皆さんが集ってくださいました。日頃、神戸 YMCA の活動に大きな支援をくださって

いる各クラブの皆さんに神戸 YMCA の新年度の活動内容や予定、また支援のお願いなどをさせていた

だきました。また、この機会に各クラブからの YMCA に対してのご意見を伺いました。今年はタイワークキ

ャンプが中止となり残念でしたが、各クラブのご支援に応えられるように来年は是非、実施したいもので

す。ワイズメンズクラブのご支援に改めて感謝いたします。 

 

２．ファミリーウエルネスセンター開設準備室、オープン！ 

 中央区脇浜に建設中のファミリーウエルネスセンターに程近い JR 灘駅前に、去る 3 月 8 日（土）「開

設準備室」がオープンしました。灘駅の南側階段を下りると目の前に YMCA の文字が目に入りそうな場

所に準備室が与えられ、これから開設まで、申込受付や案内の場所として活躍が期待されます。3 月 8

日には新聞折込チラシが配布され、今後、適切な広報活動が展開されていきます。工事も 5 階までの
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鉄骨が組みあがり、上棟式も終わり、急ピッチで外装工事が進められています。先日、阪神高速をバス

で通りましたが、工事現場がよく見え、阪神高速や 2 号線からも YMCA のマークがよく見えることになると

思われます。建物だけが新しくなってもいけませんが、中身のリニューアルも期待して、完成を待ちたい

と思います。 

 

３．熊本 YMCA 総主事就退任式に参列 

 去る 3 月 15 日（土）に、熊本 YMCA で総主事の就退任式が行なわれ、私が参列してきました。退任

されるのは堤 弘雄総主事で8年の任期を終えられ退任されます。新しい総主事は岡 成也さんでウエ

ルネス事業や専門学校などを担当されてきました。神戸 YMCA と熊本 YMCA はスタッフの交流などでも

親しく、阪神淡路大震災の後は神戸からの出向スタッフを熊本で迎えていただきましたし、近年では熊

本から大塚永幸さん、中村賢次郎さんを出向スタッフとしてお迎えしていました。性格の似た YMCA とし

て今後も交流が行われることを期待しています。 

 また、強く感じたこととして、熊本 YMCA が会員運動を大切にされ、多くの会員の皆さんが力強く活動

をされていることを感じました。「リソース・モビリゼーション」の具体化の一例として、昨年の募金活動で

予定を大きく上回る成果を挙げられたと伺いました。熊本 YMCA にも大いに学び、共に YMCA 運動を強

めたいと思います。 

 

４．神戸市長、表敬訪問 

 去る 3 月 20 日（木）に、中道基夫会長及び尾上主事と私とで、昨年 11 月から神戸市長に就任され

ている久元喜造市長を表敬訪問しました。武田寿子前会長の時代から毎年、神戸市長を表敬訪問し、

1 年の活動報告を続けていましたが、神戸 YMCA の会長も交替し、市長も交替されましたので、初めて

の公式訪問となりました。久元市長は神戸 YMCA のこともよく承知いただいていますが、3 つの法人を通

じて神戸市とは様々な関係を持ち、協働していますので、今後も市長には神戸 YMCA の働きをよく知っ

ていただき、相互に支えあう関係でありたいと願っています。 

 昨日は、神戸市社会福祉協議会を通して、フィリピン台風被災地支援募金として神戸市民からの浄

財 830 万円ほどが YMCA に寄附されました。神戸 YMCA、日本 YMCA 同盟を通して、フィリピンのイロ

イロ YMCA に贈られます。主に被災児童のためのシェルター機能を持つチャイルドケアセンターの建設

資金及び図書や機材の拡充のために使用される予定です。このように、YMCA も神戸市との関係を良

好に保ちつつ活動を進めていきたいと思います。（産経新聞朝刊に記事が出ています。） 

 

５．東日本大震災支援、街頭募金、実施 

 去る 3 月 21 日（祝・金）に西宮、三田、学園都市、元町大丸前において、東日本大震災支援のため

の募金活動が開催され、合計で 87 名の方々が参加してくださり、総額で 18 万円弱の募金を得ることが

できました。当日は風邪が強く、時おり突風が舞い、みぞれが降るような天候でしたが、それでも温かい

陽射しも差す春特有の一日でした。そのような中、多くのボランティアが大きな声を出して、行き交う

人々に募金を呼びかけ、大きな成果を挙げてくださいました。震災から 3 年が経ち、私たちの日常生活

の中では震災を忘れかけていますが、被災地ではあまり変わらない日々が続いていると報道されていま

す。神戸 YMCA では震災支援のリーダー会が毎月、街頭に立ってくださっていますが、今回は啓明学院

の高校生やワイズメンズクラブメンバー、ボランティアリーダーなど多くの方々が参加してくださいました。

重ねて感謝いたします。 
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６．今後の予定   

◆イースター早天礼拝 

神戸 YWCA と共催する恒例の早天礼拝が行なわれます。是非、ご出席ください。 

日 時：４月２０日（日）午前７時００分～８時００分 

場 所：神戸東遊園地（神戸市役所南） 

奨励者：汐碇直美さん（日本基督教団神戸栄光教会伝道師） 

テーマ：「もう石はない」 

＊阪神地区は甲東教会でも同様にイースター礼拝が行なわれます。 

 

 ◆創立記念日礼拝 

   128 周年を記念する創立記念日礼拝を開催します。現三宮会館で最後の記念日礼拝となります。

武田前会長がご奉仕くださいます。是非、ご出席ください。 

日 時：５月 ８日（木）午後６時３０分～８時３０分 

場 所：神戸 YMCA チャペル 

ﾒｯｾｰｼﾞ：武田寿子さん（前会長・理事長） 

テーマ：「YMCA からの賜物 ～11 年を振り返って～」 

 

◆第３０回チャリティゴルフ大会 

会員活動委員会が準備してくださるチャリティゴルフ大会が下記の通り開催されます。是非、ご参

加ください。 

日 時：５月２１日（水） 

場 所：千刈カンツリー倶楽部 

 

◆神戸キリスト教青年会第 1 回常議員会 

日 時：５月２６日（月）午後６時３０分～８時３０分 

場 所：神戸 YMCA ４Ｆ 会議室 

 

◆ 神戸キリスト教青年会定期総会 

日 時：５月３０日（金）午後６時３０分～８時３０分 

場 所：神戸 YMCA チャペル 

 

 


