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２０１４年９月号  神戸西クラブ ブリテン 

 
 
 
主  題     

クラブ会長   野口善國 「原点からの一歩」 

国 際 会 長   Isaac Palathinkal（インド）    「言葉より行動を」（Talk Less,Do More） 

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   松本武彦（大阪西）        「響き合い、ともに歩む」 

六甲部部長    多胡葉子（宝塚）         「わたしとあなたの Y’s ダムをＹＭＣＡと共にユース・交流・地

域」 

  

＜９月強調月間  Ｍｅｎｅｔｔｓ＞ 

各クラブでメンがメネットの参加を促せる例会の企画を！メネットは是非例会に参加し、ワイズの醍醐味を味わ

ってください！ 

まだまだ暑い日が続く９月ですが、こんな時ほどメネットさんのさわやかな風を例会に吹かせてください。メンが

メネットさんをお誘いくださるようなわくわくする企画をお考えいただいたり、メネットさんがメンには思いもつかぬよう

な斬新な企画でメンを楽しませたりと、それぞれのクラブで和やかな交流をおはかりください。そして共にワイズ活

動の輪の中にあることを再確認していただき、様々なワイズ活動に「二人三脚で」取り組んでいただきますようお

願いいたします。メネット国内プロジェクトへのご協力もお忘れなく！プロジェクトについての説明会等の企画も大

歓迎です！私達にお手伝いできることがあれば何なりとご連絡ください。そして今期も楽しいメネット活動が各クラ

ブで展開されますよう祈っております。                メネット事業主任 西村寛子（京都プリンスクラ

ブ・メネット） 

 

＜今月の聖句＞ 

「弟子たちの間で、自分たちのうちだれがいちばん偉いかという議論が起きた。イエスは彼らの心の内を見抜き、

一人の子供の手を取り、御自分のそばに立たせて、言われた。『わたしの名のためにこの子供を受け入れる者

は、わたしを受け入れるのである。わたしを受け入れる者は、わたしをお遣わしになった方を受け入れるのであ

る。あなたがた皆の中で最も小さい者こそ、最も偉い者である。』」     ルカによる福音書 ９章４６節～４８節 

 

 

９月のお誕生日     お誕生日おめでとうございます！！   

      

                ２４日 吉田 篤子 メネット 
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２０１４年９月 例会 ご案内 

 

日 時  ９月１８日（木）午後７時 

場 所  神戸市長田区細田町７丁目新長田図書館１Ｆ「細田地域福祉センター」 

（長田郵便局北側の高層住宅１Ｆ．北に入口） 

・開会点鐘  

・ゲスト紹介    「ブレーンヒューマニティ」片岡一樹様 

・ワイズソング 

・聖書朗読 

・祈祷  

・ゲストスピーチ 

        「ユースステーションの活動について」  講師：ブレーンヒューマニティ代表  片岡一樹様 

新長田のビルの一角で中高生の居場所作りをしておられるＮＰＯで、中心になって活躍してお

られる方です。その活動の内容と意義をお話しいただきます。 

・お誕生日のお祝い 

・ ＤＶＤ視聴  「希少難病患者支援について」 

・報告      １．８月例会報告 後記のとおり 

２．事務例会について          出席：野口、加茂、吉田 

 事務例会は今後、野口法律事務所で行うことにしました。 

 従って、９月以降は細田地域福祉センターは原則毎月第３木曜日の午後７時の

み使用ということとなります。 

             ３． じゃがいも例会は、結局、１０月１８日に戻りました。 

             ４．加茂メンがファンド献金の一人ずつの目安を記入した封筒を作ってくださいましたので 

ご活用ください。 

・討議   １． １月以降の例会の持ち方、活動方針 

           ２． じゃがいも例会の役割分担 

＜☆８時過ぎくらいからはお好み焼き「より道」にいます。＞ 

 【例会には、ブリテンをご持参下さい。】 

 

 

８月例会報告 

日 時  ８月２１日（木）午後７時 

場 所  「細田地域福祉センター」神戸市長田区細田町７丁目新長田図書館１Ｆ 

出席者  メン：大田厚三郎、太西裕二、岡山泰典、加茂周治、野口善國、松本正史 

メネット：松本恵子 

ゲスト：石倉泰三様、多胡葉子様、堀江裕一様、松本元成様 

内 容  六甲部長多胡葉子様、同会計堀江裕一様をお迎えして、賑やかな例会となりました。 

     「くららべーかりー」の石倉泰三様のお話は、震災でのご苦労、障害者の方々の健気さ、地域の
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人々に粘り強く働きかけ、同じ仲間として障害者を受け入れていただいたことなど大変興味深い

お話でした。 

皆様、おいしいパンをお土産に、心もいっぱいになることができました。 

決定事項 １ 事務例会のあり方は８月の事務例会で検討する。 

       ２ じゃがいも例会は１１月１日とする（注．後日再び１０月１８日に変更となりました） 

      

今後の予定 

◆ ９月事務例会 

  日 時  ９月３０日（火）午後７時 

場 所  野口法律事務所（お間違えのないように！来られたら１階入口左手のインターフォンを必ず押し

てください。万一、つながらなかったら野口携帯 090-5134-4179 にお電話ください） 

  内 容  １０月例会等打合せ 

  注 意  出席者がほとんどないようでしたら中止します。中止するときは９月例会で決めます。 

 

◆ １０月例会 

日 時  １０月１６日（木）午後７時～９時 

場 所  細田地域福祉センター 

  内 容  「希少難病患者を支援する」講演会 

         ユニバーサルフィールド代表 小泉二郎様 

               同      副代表 中岡亜希様 

       西日本区西村寛子メネット事業主任、六甲部大野智恵メネット事業主任も来られます  

 

◆ じゃがいも例会 

   日 時  １０月１８日（土） 

   場 所  いつもの中央市場です（詳細は後日連絡します） 

 

会計からのご連絡 

  ★★★例会時に会費を納入して下さい。★★★ 

 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 

 

 

神戸ＹＭＣＡマンスリーレポートから＜抜粋＞ 

2014 年 8 月 25 日  総主事  水野雄二 

 今年の夏はエルニーニョの影響か、大気が不安定な状況が続く大荒れの夏となっています。広島市では多くの

死者を出す土石流が発生しましたし、近くでは丹波市や福知山市で大きな被害が出ていて、多くの方々につらく

悲しい夏となりました。台風やゲリラ豪雨に悩まされた夏プログラムですが、神戸 YMCA においては安全に遂行す

ることができました。ただ、いくつかのキャンプは中断したり、中止になったりして残念なことでした。 



 4

三宮会館再開発事業では、いよいよファミリーウエルネスセンターがグランドオープンします。様々な努力が重

ねられて開所に到達したことに感謝いたします。今後も応援いただければ幸いです。7 月～8 月の出来事をご報

告いたしますので、お目通しください。 

 

１．三宮会館閉館、ファミリーウエルネスセンター完成 

 この 7 月 31 日（木）をもって、42 年間活動してきました三宮会館の活動を終了しました。（ホームヘルパーの

事務所は 8 月 18 日移転）岩井義矢所長が最後まで利用くださった会員の方々に挨拶をして見送ってくれまし

た。会員、職員、講師、リーダー、すべての皆さんに感謝いたします。 

 同じ7月31日、一方の脇浜のファミリーウエルネスセンターでは、鹿島建設による建築工事が完了し、引渡し

式が行われ、一切の鍵や設備備品も含めて、神戸 YMCA に引き渡されました。8 月 1 日からは神戸 YMCA の

管理の下にファミリーウエルネスセンターが運営され、設備の試運転やトレーニング、内覧会などを経て、8 月

30 日（土）に献館式が行われ、9 月 1 日（月）のグランドオープンに向かっていきます。会員募集もいよいよクラ

イマックスで、今後の募集が期待されます。 

 

２．ワイズメンズクラブ六甲部、新体制始動 

 ワイズメンズクラブの年度は 7 月に始まり、6 月に終了します。7 月から六甲部の部長には多胡葉子さん（宝塚

ワイズメンズクラブ）が就任され、新しい執行部でスタートしました。去る 7 月 26 日（土）には評議会という方針計

画などを承認する会が三宮会館で行われ、神戸 YMCA と共に歩み、特に三宮会館再開発事業を支援する方

針が承認されました。今年度もワイズメンズクラブ各クラブと共に六甲部としても、神戸 YMCA を応援してくださ

います。感謝いたします。 

 

３．三宮会館感謝礼拝で閉館 

 去る 8 月 2 日（土）に、110 名の参加者を得て、三宮会館感謝礼拝を開催しました。それぞれに三宮会館に

思いを持つ会員、旧職員、リーダーOBOG などが集まり、寂しい思いの中にお互いを懐かしむ笑顔が溢れる時と

なりました。感謝礼拝は神戸教会の菅根信彦牧師がメッセージをしてくださり、アブラハムが人々を連れて約束

の地カナンを目指し、約束どおりにその地が与えられたことになぞらえて、神戸 YMCA の新しい約束の地への旅

立ちに対して激励の言葉を伝えてくださいました。また、礼拝の後、神戸YMCAベルクワイア内のグループ「ベル

アンサンブル神戸」が 4 人によるハンドベルの演奏をしてくださり、花を添えてくださいました。お茶会では懐かし

い方々と共に懇談のひと時を持ち、多くの方が三宮会館に別れを告げるために、館内を見学していかれました。

これをもって公式な三宮会館の活動を終え、その後、引越や清掃活動に現在まで作業が続けられています。

三宮会館は 9 月から解体工事に入る予定です。 

 

４．今後の予定    

１） 第 31 回チャリティゴルフ 

   日 程：１０月２２日（水） 

   場 所：芦屋カンツリー倶楽部 

2) 公益財団法人神戸 YMCA 第 34 回理事会・第 11 回評議員会 

   日 時：１０月２９日（水）午後６：３０～８：３０ 

   場 所：未定（改めてお知らせいたします。） 

＜予告＞ 
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1) 第１８回日本 YMCA 大会 

日本の YMCA 全体が「YMCA ブランドの再生」「オールジャパン YMCA の革新」に向かって行動しようとし

ています。そのために、より多くの関係者が秋の東山荘に結集し、語り合う機会を持とうとしています。神

戸からもバスを出します。ご参加ください。 

日 程：１１月２２日（土）～２４日（月・祝） ２泊３日 

場 所：YMCA 国際青少年センター 東山荘（御殿場市） 

参加費：２６，０００円（ユース １５，０００円） 

2) 中日本地区 YMCA 理事・常議員・総主事研修会 

２年に１度開催されていた研修会ですが、しばらく中断されていました。今年度久しぶりに再開され、中

日本地区の YMCA の課題の共有と協議を中心に研修会が行われることになりました。役員の皆様には

今からご予定くださり、ご参加ください。 

日 時：２０１５年 １月３１日（土）１２：３０～１８：３０ 

場 所：大阪 YMCA 土佐堀会館 

 

 

理事通信から＜抜粋＞ 

 
◇ 各部会開催予定 

中西部    2014年 9月20日(土) 大阪市：大阪キャッスルホテル錦城閣＜大阪＞ 

びわこ部   2014年 9月21日(日) 大津市：大津プリンスホテル ＜大津＞ 

西中国部   2014年 9月27日(土) 岩国市：岩国ＹＭＣＡ ＜岩国＞ 

九州部    2014年 9月28日(日) 天草方面：天草キリシタンの歴史探訪 ＜熊本にし＞ 

瀬戸山陰部 2014年10月 4日(土) 鳥取県智頭町：旧山郷小学校跡 ＜鳥取＞ 

 

◇ 広島市8・20 豪雨災害 ＹＭＣＡ緊急支援募金 ご協力のお願い 

～ みんなの「助けたい」という気持ちを集めます ～ 

広島市８・20 豪雨災害に見舞われ、亡くなられた皆様のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様に心よ

りお見舞い申し上げます。広島ＹＭＣＡでは、8 月19 日からの豪雨により被害を受けた被災者の皆様への救済・

支援活動のため、次の通り緊急支援募金を開始いたします。皆様のあたたかいご支援・ご協力をお願いいたしま

す。※現在、広島YMCA スタッフが現地に入り、ＹＭＣＡとしての支援活動の可能性を調査しています。決まり次

第、おってお知らせいたします。 

募金期間 2014 年8 月28 日（木）～10 月31 日（金） 

お振込の場合：広島銀行普通3314351 又は、もみじ銀行普通3026117 

口座名義（どちらも）公益財団法人広島ＹＭＣＡ広島市豪雨災害募金 理事長 上久保 昭二 

＊住所・氏名・電話番号もお忘れなくご記入ください。 

＊同一銀行本支店間に限り、口座振込手数料は免除となります。 

公益財団法人広島YMCA の「募金」につきましては、特定公益増進法人への寄附として、税制上の優遇措置

を受けることができます。「寄附金領収書」が必要な方は、ご相談ください。 

〒730-8523 広島市中区八丁堀7-11       TEL 082-228-1151／FAX 082-211-0366 

 

◇ 周年記念例会情報 (2014 年8 月31 日現在) 
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☆京都ウエスト 35 周年 （未定） 

☆京都トップス 20 周年 2015 年4 月5 日(日） ウエスティン都 

☆京都エイブル 25 周年 2015 年5 月16 日（土）京都ホテルオークラ 

☆和歌山 65 周年 2014 年12 月６日（土）グランヴィア和歌山 

☆神戸 85 周年 （未定） 

☆岡山 50 周年 2015 年5 月23 日（土）岡山国際交流センター 

☆東広島 20 周年 （未定） 

☆八代 25 周年 2014 年11 月29 日 

☆鹿児島 25 周年 2015 年2 月 

☆神戸ワイズメンズクラブ メネット会50 周年記念事業 

開催日時 2015 年３月14 日（土）午後 

開催場所 神戸外国倶楽部 

 

 

◇ 2015-2016 年 ＢＦ代表 申請開始！ 

ワイズダム発展のため、日々のご奉仕に感謝申し上げます。国際・交流事業の一環として全世界から集めら 

れた、使用済切手と現金によるＢＦ資金を行使するＢＦ代表（BF Delegates）の応募申請が、今年度も開始されま 

した。＜※詳細は理事通信（西日本区HPより閲覧できます）をご覧下さい。＞ 

 

◇第71 回国際大会IP ナイト 国際会長スピーチ（項目抜粋） 

   （※全文は理事通信９月号（西日本区HP）に掲載されております。） 

私の夢と抱負「この一年に向けて」 

☆2014-2015 年度の私の国際会長主題は「言葉より行動を」、スローガンは「今すぐやろう！」です。私の主題と

スローガンが世界中のワイズメン、メネット、ユース/コメットの皆さんが地域社会への奉仕活動について言葉で

語るのではなく、行動することによってより多くの奉仕活動を行い、「今すぐやろう！」というスローガンの如く、遅

延なく実行するよう奨励してくれるものと信じています。 

☆なぜ今すぐやる必要があるのでしょうか？ 

「人生とは一期一会です。私ができる善行も他者に対する親切も今しか実践できないのなら、やるのは今しかあ

りません。人が人生で全く同じ道を歩むことは無いのですから、やるべき時は今なのです。」 

☆ワイズ運動の為に最も重要な以下の六つの目標を達成することが私の夢です。 

1.会員増強 

2.国際プログラムとプロジェクトに献身的に取り組むこと 

3.地元地域社会への奉仕活動に献身的に取り組むこと 

4.YMCA との協働関係の強化 

5.国連プロジェクトとの連携 

6.ワイズ週間を祝うこと 

1 人1 人の努力が驚くべき成果につながる可能性があります。しかし、一致団結して努力すると歴史を作るこ

とができます。さあ一緒に歴史を作ろうではありませんか。言葉より行動を、今すぐやろう！ ありがとう。 

 


