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２０１４年 ５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 ５月】   LT leader-training 

LT の機会をすべての会員で共有しましょう。 

自身の学びをメンバーとの親睦とクラブ活性化につなげましょう。 

学びの源泉は、気付きを得ることです。新しいメンバーを外に連れ出し、あらたな出逢いの場をつくりましょう。 

西日本区理事 高瀬稔彦（ 岩国みなみクラブ）4 月19 日に開催されました第３ 回役員会にて西日本区事務所

所長が決定されました。宝塚クラブ「長尾 亘ワイズ」にお願いをすることになりました。期間は2014 年5 月7 日か

ら2015 年6 月30 日までとし、月曜日から金曜日、午後1 時より5 時まで勤務していただきます。北村久美子職

員、坂本千春職員も従来通りの勤務をしていただきます。 

 

【今月の聖句】  『マタイによる福音書 25 章 37-40 節』 

そこで、イエスは一同を呼び寄せて言われた。「あなたがたも知っているように、異邦人の間では、支配者

と見なされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなたがたの間では、そう

ではない。あなたがたの中で偉くなりたい者は、皆に仕える者になり、いちばん上になりたい者は、す 

べての人の僕になりなさい。 

(マルコによる福音書10 章42～ 44 節） 

 

聖句黙想 

今はリーダーシップ論の花盛りで、この聖句からの発想も見受けられます。弟子たちの中にイエスが王座についたら、

その左右に座らせてくださいと願い出た者がありました。これはその願いに対するイエスの答えですが、表面的には

分かり易いかもしれません。しかしこの言葉の後10 日もしないうちにイエスは殺されました。すべての人の僕になり、

仕えたのはイエスご自身だったと弟子たちは悟ったのです。人間が情熱を持ち、大きな犠牲を払ったとしても、実は

多くの人に「仕えられている」のではないでしょうか。      クリスチャニティー特別委員会チャプレン 江見淑子 
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５月例会案内   

日  時：５月 ２０日（火） １９：００～  場所：神戸ＹＭＣＡ本館４階（旧サイコー亭） 

     内  容   テーマ  「神戸西クラブの将来設計」 

                 年度の終了まであと１ヶ月。繋げていく活動。繋げていく想い。私たちの 

クラブの将来について、話し合いましょう。 

     食事代  １，５００円 

       

５月のお誕生日   お誕生日おめでとうございます 

１日 加茂 周治 メン          １６日 野口 善國 メン 

 

 

 

 

今 後 の 日 程 

１．５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） 

２．６月例会（６月１７日（火）１９：００、神戸ＹＭＣＡ本館４階、旧サイコー亭） 

３．６月事務例会（６月２３日（火）１９：００、神戸ＹＭＣＡ本館４階、旧サイコー亭） 

４．２０１４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 

 

 

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。 

 

 

会計からのご連絡 

 ＊２０１３年度もゴールにさしかかっておりますが、会費の未納分につきまして、至急納付をお願いします。 

 ◎ 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、加茂メンまで 
   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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お知らせ 

 

◆ 理事通信より（一部抜粋） 

熊本スピリットクラブの国際協会加盟認証状伝達式が厳粛な雰囲気のなか在熊９クラブメンバーと西日

本区からのビジター多数が出席して開催されました。 最近はクラブの解散ばかりが目立つなか、西日本

区にとても明るいニュースを提供していただきました。熊本スピリットクラブのメンバーの皆様には、まずクラ

ブ奉仕に専念いただき、会員の結束と今後のクラブの方向性について時間をかけてゆっくり醸成していた

だきたいと存じます。 

さて、１月の各部新年合同例会以降、各地の周年記念例会にお招きいただいて参上しておりますが、

すこし気がかりなことがあります。それはどの例会においてもクラブからの出席者の顔ぶれが変わらないこと

です。〇○クラブからの出席者は▲▲ワイズと□□ワイズという意味です。本来はこうした華やかな舞台だ

からこそ、新入会員や候補者ゲストを誘って、このクラブのよさをＰＲして会員意識の高揚と啓発につなげ

るべきだと思うのです。わたしと同様にクラブのよさを理解し、楽しさを満喫しているメンバーこそ自分が旧

交を温めるだけでなく、クラブに在籍することの醍醐味を次世代に伝えていくことの努力をするべきです。こ

うした現象は会員数が少ないクラブに限ったことではありません。会員数が多いクラブでも同様の傾向が顕

著です。クラブ例会に参加してもよく拝見する顔ぶれとその他の会員様がテーブルごとにくっきり分かれ、

危うさを感じたことがあります。こうしたクラブに共通するのは、事業をすすめるときに安定性を重視されるこ

とです。クラブは自己研鑽を積んで人材育成をするところです。失敗や挫折を恥と捉えるのではなく、可能

性を信じて任せましょう。道を違えれば叱責も必要でしょう。しかし手取り足取りではなく、じっと見守る姿勢

が大切です。皆様の愛するクラブを次世代に繋げるために意識の転換が必要とされています。 

 

 

＜BF代表についてお知らせします＞ 

この度 ロシアからのBF 代表が来日され東西日本区大会への公式出席をはじめとする日程が決まりま

した。西日本区への滞在予定は2014年6月9日から6月19日までなっております。BF代表の西日本区で

の滞在がワイズダムの発展や国際親善に寄与し、実り多きものになります様に重ねてご協力とご支援をお

願い申し上げます。 

お名前： Likhacheva Tatiana 女性 

所属クラブ： Ｙ Ｍ Ｃ ’ エカテリンブルグクラブ （ ロシア） 

職業： 歯科医師 

詳細についてのお問い合わせは西日本区トラベルコーディネーター 

鉄谷 明ワイズ（ 大阪サウスクラブ） にお尋ねください 

 

 

＜熊本スピリットクラブ誕生＞ 

2014年4月26日（土） 午後１時より熊本交通センターホテルにおきまして熊本スピリットワイズメンズク

ラブのワイズメンズクラブ国際協会加盟認証状伝達式が厳かに、106名参加のなか執り行われました。ス

ポンサークラブは熊本ひがしクラブで、この１０年間に３ つのクラブを誕生させています。このことは大いに

賞賛すべきことと思います。クラブの初代会長は柴垣 正仁ワイズ、２２名のメンバーで発足されました、今
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後のご活躍とご発展を祈念したいと思います。 

 

 

＜スケジュール＞ 

5 月11 日(日) 15:00～ 京都めいぷるクラブ３ ０ 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 

会場： セカンドサイト/egaotos（ エガオトス） 

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３ ０ 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７ １ 回国際大会 インド（ チェンナイ） 

申込締切 ５ 月２ ２ 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 

 

 

□ ６月１3日（金） の第１７回西日本区大会の前夜祭は定員に達成しましたので締切りました。たくさんの

お申し込みをいただきありがとうございました。 

 

□ 西日本区理事事務局では今期クラブ例会、行事をされている写真を送っていただいて、ふぉっとコン

テストを行います。楽しそうな例会や行事、笑顔がいっぱいの写真を送ってくださいお待ちしています。で

きれば会長さんのお顔が写っている写真も入れてください。１クラブ１０カットまでとし、送っていただいた

写真は西日本区大会にて使用させていただきます。返却はいたしません。送付先は西日本区理事事

務局 渡辺までメールのみでお願いします。締切りは５月２４日（土） までとします__ 

 

 

 

「神戸ＹＭＣＡマンスリーレポート」から関係分抜粋 

 2014 年 4 月 23 日  総主事  水野雄二 

 今年の春は、タイミング良く、桜咲く中で新年度を迎えました。4月よりカレッジが新神戸オリエンタルアベ

ニューに移転した三宮会館では、2 階以上は閑散として淋しくなりましたが、私の部屋の頭上（5 階）では

「たんぽぽクラブ」の子どもたちの泣き声や足音が聞こえてきて嬉しくなります。すべてのプログラムにおいで 

ですが、早く YMCA になじんで、YMCA に来たいと思ってもらえたらいいなと思います。変化の年 2014 年
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度も可能な限り、神戸 YMCA の動きをお伝えしたいと思っております。よろしくご支援、ご協力のほど、お願

い申し上げます。 
 

 

１．全国 YMCA の方針 

 当たり前のことですが、全国の YMCA も一斉に新年度を迎え、それぞれに事業や活動が始まっていま

す。ほとんどの YMCA（山梨 YMCA を除く）で公益か一般の財団法人に移行が終わり、4 月から新しい体

制で歩みを進めている YMCA も多くあります。日本 YMCA 同盟も 2014̃2016 年度の中期計画を策定

（策定委員長は中道基夫会長）し、全国運動として一つの方向性で進もうとしています。2014 年度の要

点を下に記載します。 

 1)”オールジャパン YMCA”の革新 

   YMCA の全事業のリブランディングを図るために、「ブランディング広報戦略タスクチーム」を立ち上

げて、YMCA ブランドの明確化と広報強化を図ります。神戸 YMCA からは坂本孝司さん（西神

戸）をタスクチームの一員として派遣します。 

 2)スタッフ研修の強化 

   ステップⅡ・Ⅲの見直しを図って、「新・日本 YMCA 研究所」を立ち上げるように準備がなされます。

また、専門職研修を全国レベルで 7 月に行い、神戸 YMCA からは上杉直子さん（西宮 YMCA

保育園）、藤田千佳さん（ちとせ幼稚園）に参加していただきます。 

 3)ガバナンスの強化 

   すべての YMCA でガバナンスが適正かのチェックを行い、全国 YMCA コンサルテーションチームを

組織しコンサルを行い、全国レベルの底上げを行ないます。 

 4)世界 YMCA 同盟、アジア太平洋州 YMCA 同盟との連携 

   世界での動きとなっているユース支援をチェンジ・エージェントの育成を通して行ないます。また、6

月の世界 YMCA 大会はユースをテーマに行い、神戸 YMCA からは大津創さん（西宮）を派遣し、

また、廣瀬献児さん、頼子さんご夫妻が参加されます。 

 5)地球市民育成と日中韓・東北アジアの平和づくり 

   日中韓 YMCA で協働して平和のためのアプローチを続けます。 

 6)パブリックサポートの強化 

   YMCA の働きを地域の多くの方々や組織が支援くださるような働きかけ（リソース・モビリゼーション）

を強め、ファンドレイジングを強化します。 

 7)東日本大震災被災地支援 

   宮古・仙台・石巻３拠点での活動を継続し、特に地元のユース育成に努めます。また福島原発被

災の子どもと家庭の支援を続けます。 

 以上、神戸 YMCA もこれらの日本 YMCA 同盟の方針に協力し、可能な限り同調していきます。 

 

 

２．今後の予定    

１) 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。 
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日 時：５月２１日（水） 

場 所：千刈カンツリー倶楽部 

 

２) 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 

 

３) 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 

 

４) 公益財団法人第１０回評議員会 

日 時：６月１２日（木）午後６時３０分～８時３０分 

場 所：神戸 YMCA ４Ｆ 会議室 

 

 

 

＜お詫び＞ 

ここ数ヶ月、期日通りにブリテンを作成・発送できておりません。皆様には大変ご迷惑をおかけいたして

おります。申し訳ございません。 

なんとか、次月よりは期日通り仕上げて、例会前に皆様のお手元に届くよう努力して参りますので、ご了

承下さい。 

また、紙面作成のネタに困っております。嬉しかった出来事やクラブへの想い、近況報告など何でも結

構です。より充実した紙面作成のため、是非ご協力下さい。 


