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２０１４年 ６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 ６月  評価・計画 】    

クラブが発展するために計画の進捗管理をおこない、成功と失敗の経験と知識をきちんと次期 

に引き継ぎましょう！                      西日本区理事 高瀬稔彦（岩国みなみクラブ） 

 

【今月の聖句】  『使徒言行録 ２章 １節～３節』 

五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、 突然、激しい風が吹いて来るような音が天か 

ら聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして、炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の 

上にとどまった。 

 

聖句黙想 

ワイズ一年の締めくくりの時を迎えました。この聖句は一般に知られていませんがキリスト教３大祭りの一つ

「ペンテコステ・聖霊降臨日」の物語を描写したものです。復活のイエスが約束した聖霊を授けられたこの

日は神様から元気をいただいた記念の祭りであり、共同体の誕生を祝う日でもあります。目に見えない神

の力が激しく一同を包み、燃える炎のように世界を結ぶ言葉が与えられました。言葉は互いの信頼 

がなくては伝わらないものです。一人一人が「私の言葉は信頼を育てただろうか」と振り返りたいと思いまし

た。                                クリスチャニティー特別委員会チャプレン 江見淑子 

 

６月の      お誕生日おめでとうございます 

        

           １７日 松田 洋輔 メン     

           １９日 吉田 昌義 メン 

          ２３日 上杉 徹 メン 
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６ 月 例 会 案 内   

日  時：６月 １７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」 

           ☆今年度最後の例会です。皆様のご参加を、お待ちしております！！ 

       

 

今後のクラブ日程 

１．６月事務例会（６月２４日（火）１９：００－２０：００、神戸ＹＭＣＡ本館５階、５０３・４） 

 

２．２０１４年７月例会（キックオフ例会、総会、７月１５日（火）１９：００、旧サイコー亭） 

    ＊８月例会日時未定（８月１９日（火）、六甲部長訪問予定） 

  神戸ＹＭＣＡでの例会としては、最後の例会になります。８月例会からは、会場がかわります。長田地

区でも例会をする方向で、会場をさがしています。食事処等でもＯＫです。ご紹介ください。 

 

３．第１７回西日本区大会（６月１４日～１５日。シンフォニア岩国） 

   大田会長、野口次期会長、加茂夫妻が出席します。 

 

４．六甲部第１回評議会（７月２６日（土）午後１時３０分～、神戸ＹＭＣＡチャペル） 

   野口次期会長、欠席。 

 

５．六甲部会（９月６日（土）午前１０時～午後２時、関西学院会館） 

   出席できる方は、大田会長まで連絡願います。 

 

６．神戸ＹＭＣＡ三宮会館閉館礼拝（８月２日（土）午後１時３０分） 

 

 

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。 
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 ◎ 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 
 

お知らせ＜理事通信 一部抜粋＞ 

◆西日本区代議員会開催 

6 月14 日（ 土） 午前10 時30 分より午前11 時30 分まで、シンフォニア岩国（ 岩国市三笠町

1-1-1） 多目的ホールにて開催されます。 

2013-2014 年度西日本区代議員の皆様は（ 部長・直前部長・クラブ会長）先日送付 しました「議

案書および活動報告書」をお目通しの上ご持参ください。 

代議員会への「出欠のはがき」を未発送の方は至急送ってください。精算等の事務処理 が滞っていま

す。よろしくお願いいたします。 

 

◆第4 回役員会並びに第2 回準備役員会開催 

6月14 日（ 土） 午前9 時15 分より10 時15 分まで 

第4 回役員会 シンフォニア岩国 大会議室 

第2 回準備役員会 シンフォニア岩国 特別会議室において開催されます。 

 

◆西日本区スケジュール 

→ 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 

会場： 日本基督教団 東梅田教会 会費： 2,500 円 

→ 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 

 

◆第17 回西日本区大会実行委員会からのお願い 

□ 第１ ７ 回西日本区大会においてバナーセレモニーが行われます。各部長、クラブ会長は「部旗、ク

ラブバナー」を忘れずにご持参ください。また各自で管理してくださるよう、よろしくお願いします。 

□ 登録確認書を送付しておりますので内容の再確認をお願いします。弁当については予約された方のみ

当日、お渡ししますのでご了承下さい。 

□ 新入会メンバーの皆様は第1 日目に壇上にて紹介する時間を設けていますのでご協力をお願いいた

します。 
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◆感謝とお礼 

■ 今期も変わらずＹ サ・ユース事業へお力添えをいただきましたことに感謝申し上げます。そして各所を

訪れた際に温かく受け入れていただいた各部各クラブの皆さん、本当にありがとうございました。反省点は

いっぱいあります。しかし学びもいっぱいありました。走り抜けた１ 年でしたが、良き仲間に恵まれ、事業主

任をやって良かったと心から思います。大阪河内クラブの皆さんをはじめ、支えていただいた多くの方々に

感謝申し上げ、バトンを藤本次期主任に渡します。 

正野忠之Ｙ Ｍ Ｃ Ａ サービス・ユース事業主任 

 

■ 主任の任期もあと１ ヶ月余りとなりました。思い起こすとあっという間の１ 年間でした。前半は部会巡り

で全国行脚、後半はオープン例会の準備に追われ、ゆっくり考える間もなく,任期が終わろうとしています。

今期目標の一つとしていたＲ Ｂ Ｍ 献金はターゲットを達成しました。Ｃ Ｓ・Ｆ Ｆ の申請も多数の申し込

みがありました。これは皆様のご協力の賜物だと思っております。忙しかったけれども、充実した時を持てま

した。皆様、１ 年間、地域奉仕・環境事業にご協力いただき、ありがとうございました。  

生雲文枝地域奉仕･環境事業主任 

 

■ ゲスト歓迎型例会や入会前事前オリエンテーションの開催を推奨すべく西日本区を廻らせていただき

ました。そのなかで気づいたことは、やはり各部によって歴史、メンバー構成、Ｙ Ｍ Ｃ Ａ との関わりなど

が違い、学ぶことが多かった一年間でした。ワイズの本当の素晴らしさは、そういった多くの方々と関われる

ことだと思います。一年間、ありがとうございました。そして、今後もＥ Ｍ Ｃ 事業をよろしくお願い申し上ま

す。                                            為国光俊Ｅ Ｍ Ｃ 事業主任 

 

■ ファンド事業は、ワイズメンの活動を支えるとても重要な事業であり、世界に繋がる事業だと強く感じて

います。使用済み切手の収集を原点とするＢ Ｆ 、皆様の大切な思い出の記念としてご協力いただきまし

たＥ Ｆ 、Ｊ Ｗ Ｆ へのご献金はいずれも目標額を達成。京都パレスクラブからＢＦ デリゲートを輩出いた

だくなど、多くのみなさまのご協力により１ 年間無事に務めることができました。心から感謝申し上げます。

ありがとうございました。                                 長壽和子ファンド事業主任 

 

■ 高瀬丸が一年の航海を終え、帰港の時を迎えようとしています。クルーの一員として各部会や記念例

会、アジア大会の場で、言葉を交わし、互いの理解を深め合った素晴らしい時間は、私にとって素晴らしい

宝物になりました。 人と人とが出会い、言葉を交わし、行き来して互いを知り、互いを高め合う『交流』の真

髄と喜びを忘れず、今後も、「動く！ 」を目標に掲げて参りたいと思っています。 皆様方、一年間、本当

に有難うございました。                                 上村眞智子交流事業主任 

 

■この一年、高瀬稔彦理事の理事方針に基づきやってきましたが、あっという間に過ぎてしまいました。皆

さんのご協力・ご指導を賜りありがとうございました。次期は、西日本区としては5 事業制になり、広報事業

主任はいなくなりますが、継続性を求められ常置委員会の組織の中に組み込まれ、広報・情報委員会と

して新たにスタートいたします。これからもご協力・ご指導を賜りますようにお願いいたします。 

加藤信一広報事業主任 

 

■ 今年の国内プロジェクトである「各部での障がい者アート企画」が全ての部で開催され、大きな感動をも
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たらしたことを本当に嬉しく思っています。中心で頑張って下さった部長、主査の皆様、そしてご協力いた

だいたメン、メネットの皆様、献金へご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。「メネットパワー

を結集し、感動をわかちあいましょう！ 」を事業主題としましたが、「メン、メネットパワーを結集し、感動を

わかちあえた１ 年」となったのではないでしょうか。１ 年間本当にありがとうございました！  

谷本久美子メネット事業主任 

 

 

「神戸ＹＭＣＡマンスリーレポート」から関係分抜粋 

2014 年 5 月 26 日  総主事  水野雄二 
１．神戸教会、創立 140 周年を迎える 
 去る 4 月 27 日（日）に、日本キリスト教団神戸教会が創立 140 周年を迎えられ、記念の礼拝、式典が行

なわれて、中道基夫会長と共に出席してきました。朝の礼拝は前牧師であり、神戸 YMCA も大変お世話に

なった岩井健作牧師のメッセージでした。ご高齢になられましたが、いつもの通り大変示唆に富む説教でし

た。愛餐会を挟んで、午後からは記念式が行なわれ、同志社大学名誉教授の野本真也牧師が「この日から愛

が新しい意味をもった」という題で講演をされました。この題は神戸 YMCA の創立の起源ともなる宣教師

D.C.グリーンに関連する言葉として有名ですが、このように神戸 YMCA も神戸教会も起源を同じくしてい

ると言っても良いでしょう。神戸教会は前身を「摂津第一基督公会」と言い、もっとも古いプロテスタント

教会であり、神戸 YMCA の親のような存在でもあります。古くから神戸 YMCA の理事長や理事を輩出し

てきました。現在の菅根信彦牧師も公益財団法人の評議員ですし、名誉理事の藤村洋さん、公益財団法人評

議員の渡邊智明さん、学校法人の理事・評議員の上杉徹さんは神戸教会員です。今も尚、神戸 YMCA を支

えてくださっています。 
 
３．創立記念日礼拝、開催 
 創立 128 周年の記念日礼拝が 5 月 8 日（木）に開催され、110 名の方々が出席されました。今年は三宮

会館最後の創立記念日礼拝ということもあり、前会長・理事長の武田寿子さんに奨励をお願いしました。

「YMCA からの賜物 ～11 年を振り返って～」という題でお話をいただきました。多難な時代の 11 年間

を財団の理事長としてお務めくださり、そのご苦労の多くを語られませんでしたが、むしろ奉仕の業から得

た多くの賜物についてお話しくださいました。そして、新しい会館を得ようとしている神戸 YMCA への期

待と、また変化への不安も語られ、期待も不安も共に神戸 YMCA を支えていこうと呼びかけてくださいま

した。その後、私から神戸 YMCA の創立期と黎明期の歴史についてお話をさせていただき、お茶の会をも

って終了しました。 
 
５．チャリティーラン、始動！ 
 今年も 11 月 3 日（祝・月）に予定されているチャリティーランの実行委員会が、去る 5 月 19 日（月）

から始まり、準備に当たってくださることになりました。今年の実行委員長は昨年までの大野 勉さん（神

戸ポートワイズメンズクラブ）から美崎 晋さん（神戸ワイズメンズクラブ）に代わり、新しい委員の方も

加わって実行委員会が組織されました。今年で 17 回目を数え、すっかりオール神戸 YMCA の行事として

も定着していますが、多くのボランティアによって実現できていることを改めて思うものです。 
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 最近、三宮会館の倉庫整理にいそしんでいますが、倉庫から第 1 回目のチャリティーラン（1998 年度）

の資料が一式出てきました。懐かしく思わず資料のページをめくってしまいましたが、私が担当責任スタッ

フでした。ゼロからのスタートでいろいろ考え悩んだことを思い出しますが、今も委員をしてくださる山本

光央さんや濱瀬真知子さんらが一緒に動いてくださいました。ボランティアの皆さん無くして第 1 回目の成

功はありませんでした。それから続く 16 年間、今年も豊かな大会であることを祈ります。 
 
６．第 30 回チャリティーゴルフ、開催 

 去る 5 月 21 日（水）に第 30 回を数えるチャリティーゴルフ大会が三田市の千刈カンツリー倶楽部で開

催され、41 名の方々がプレイを楽しまれました。これは会員活動委員会が主催して行なわれていますが、

今回もボランティアの皆さんが準備してくださいました。朝までの激しい雨で心配されましたが、プレイが

始まる頃には雨も止み、午後からは晴天の下での大会となりました。今回も多くの募金が寄せられ、30 回

の通算の募金額は 909 万円となり、青少年指導者養成のために使われ、2011 年からは一部を東日本大震災

支援のためにも使われています。また、別途、子ども奨学金への募金もお願いしていますが、任意で 64 万

円ほどが寄せられています。楽しくプレイし、多くの果実が残されているというイベントです。 
 
８．今後の予定    
１) 神戸 YMCA ちとせ幼稚園バザー 

    日 時：６月 ７日（土）午前１１時～午後３時 
 場 所：ちとせ幼稚園（神戸市須磨区高倉台） 
 ２) 宝塚 YMCA チャリティミニバザー 
 日 時：６月 ７日（土）午前１１時～午後２：００ 
 場 所：カルチェヌーボ宝塚逆瀬川１階（阪急逆瀬川駅徒歩１分） 
 ３) 第３３回午餐会 

  余島が位置する小豆島。かつては交通の動脈として多くの新しい文化を伝播する役割を担ってきまし

たが、現在は高齢化、過疎化により活力を失いつつあり、瀬戸の島々は「瀬戸内国際芸術祭」や映画

ロケ地としての誘致など活力を取り戻そうとしています。今回は小豆島町長をお迎えし、小豆島の魅

力を語っていただきます。 
日 時：６月２８日（土）正午～午後２時 

 場 所：神戸 YMCA ４Ｆ 会議室 
 テーマ：「小豆島の活性化と神戸 YMCA への期待」 
 講 師：塩田幸雄さん（香川県小豆郡小豆島町長） 
 会 費：１，５００円       ＊ご予約ください。 
 ４) スペシャルコンサート in SEIAI 

 神戸 YMCA のハンドベルグループの「神戸 YMCA ベルクワイアー」が会館建築募金活動の一環と

して下記のコンサートを神戸聖愛教会のリコーダーグループのご出演を得て企画されました。ご協力

をお願いいたします。 
日 時：７月１２日（土）午後４時３０分～ 

 場 所：日本キリスト教団神戸聖愛教会 
   内 容：「神戸 YMCA ベルクワイアー」と「せいあいパイパース」によるジョイントコンサート 
 入場料：１，５００円    ＊チケット購入とチケット販売にご協力ください。 


