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２０１４年１０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」 

  

＜１０月強調月間   ＢF・ＥＦ＞ 

国際組織であるワイズの一員として、世界の必要を覚え（特に発展途上にある国々のクラ

ブ）、感謝をもって献げることで、ワイズの発展を実感しましょう。 

国際協会の一員であるワイズメンには、「世界の必要」を知り、応じる（捧げる）事が求められています。ＥＦの主目

的は、国際協会の発展に必要な財政上の基盤を構築することです。今期も貴い献金が寄せられていますが、そ

の中でもクラブ周年事業の記念としてお捧げくださったクラブの、ＥＦに対するご理解に感謝を申し上げます。 

ＢＦについては、今年ＢＦ代表で来日されたロシアのメンバー所属クラブより、ＩＢＣの意向が示され、具体的な動き

が始まるとの情報を頂いています。早期締結を心より期待いたします。 

必要を覚え、応じる事によって、世界との繋がりが実感できます。一層のご理解とご協力をお願いいたします。 

国際・交流事業主任 川本 龍資（名古屋クラブ）

 

＜今月の聖句＞ 

「あなたがたも気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したら、戒めなさい。そして、悔い改めれば、赦してやりなさい。

一日に七回あなたに対して罪を犯しても、七回、『悔い改めます』と言ってあなたのところに来るなら、赦してやり

なさい。」 

                        ルカによる福音書 １７章３節～４節

 

 

１０月のお誕生日     お誕生日おめでとうございます！！ 

      

２日 野口 喜美子 メネット          ７日 太西 歩美 メネット 

２１日 山田 喜代子 メン                  ２３日 坂本 滋 メン 

３０日 松本 恵子 メネット                   ３１日 小澤 昌甲 メン 
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２０１４年１０月 例会 ご案内 

 

★日 時  １０月１６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（長田郵便局北側の高層住宅１Ｆ．北に入口） 

★内 容    ・開会点鐘  

・ゲスト紹介        「ユニバーサルフィールド」代表 小泉二郎様 

                             「ユニバーサルフィールド」副代表 中岡亜希様 

                             西日本区 西村寛子メネット事業主任 

                             西日本区 森節子メネット会計 

六甲部  大野智恵メネット事業主任 

・ワイズソング 

・聖書朗読 

・祈祷  

・講演「ユニバーサルフィールド」代表小泉二郎様、副代表中岡亜希様 

                       「希少難病患者を支援する」 

・お誕生日のお祝い 

・報告     １、 ９月例会報告 後記のとおり 

                 ２、 ９月事務例会報告 

・討議    １、１２月例会の持ち方－特に時間を午後６時からに変更 

                 ２、じゃがいも例会の役割分担確認 

３、１月以降の活動内容 

☆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。】 

 

９月例会報告 

 

■日 時  ９月１８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、岡山泰典、加茂周治、坂本滋、野口善國、広瀬満智子 

メネット：大田忠子、宮田泰子 

ゲスト：ブレイン・ヒューマニティ片岡一樹様 

■内 容  １ 久々に広瀬満智子メンを迎えて、楽しく、賑やかな例会となりました。 

    ２ ブレイン・ヒューマニティ片岡一樹様のお話は、関学の学生達が震災を契機に、子どもらの遊び 

場を提供し、不登校の子らのサポートを提供することから始めたＮＰＯ法人の活動のお話でした。 

全て大学生が運営し、大学生が活動する団体で、現在１億円の収益をあげるまでの成長をして 

いるとのことでした。ＹＭＣＡともつながりの深い団体でした。 

■決定事項 １ じゃがいも例会に参加できる人は、現地にいてくださる時間、取りに来る時間を加茂メンに１０
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月４日までに連絡してください。 

     ２ 事務例会の場所は野口法律事務所とする。１０月の事務例会は火曜日ではなく、１０月２２日 

の水曜日とする。 

 

今後の予定 

◆ じゃがいも例会 

   日 時  １０月１８日（土） １０：００～１６：００ 

   場 所  いつもの中央市場です。 

◆ １０月事務例会 

   日 時  １０月２２日（水） １９：００～  （※２１日（火）を変更しております） 

   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  １１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１０月例会で決めます。 

◆１１月例会 

日 時  １１月２０日（木）午後７時～９時 

場 所  細田地域福祉センター 

  内 容  講演「長田地域の自治会活動の実際とその意義」        

◆１１月事務例会 

   日 時  １１月２５日（火） 

   場 所  野口法律事務所 

内 容  １２月例会等打合せ 

※１２月例会はＹＭＣＡなどの予定が重なっているので、開始時間を夕方６時からに変更する必要がありま

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 9 月 24 日  総主事  水野雄二 

 爽やかな9 月の日々を過ごしています。しかし、神戸では長田で小1 の女児が犠牲になる凄惨な事件が起こり、

心は沈み鬱々としています。事件の詳細は不明ですが、子どもの命が軽視されるのは悲しい限りです。 

 YMCA はイベントの秋を迎えています。運動会も始まりましたし、バザーやチャリティーランの準備も進行中です。

多くのボランティアの皆さんと共に、実りの秋を過ごしたいと思います。８～９月の出来事をご報告いたしますので、

お目通しください。 
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１．三宮会館、後始末 

 8月2日（土）に三宮会館感謝礼拝を行った後、ウエルネスセンターの引越作業や備品の引き取り、紙ごみや

不用品の処理などに多くの時間と労力が割かれました。3 階の教室いっぱいに積み上げられた紙ごみや粗大ご

みなども業者によって処理され、多くの備品類もいくつかの引き取り手によって運び出されていきました。9 月 2

日（火）に三宮会館の引渡しを行い、3 日より解体作業に移っています。多くの職員や講師の皆さんには最後の

最後まで、三宮会館の後始末に汗を流していただきました。私も何日か作業を手伝いましたが、ガレージ倉庫

や多くの倉庫に 42 年間の業務や活動の痕跡を感じる物品が残されていて、中には処分に困るものもありました

が、多くの方々がそれらの物品に関わって、YMCA の歴史をつないでこられたことを実感するひと時でもありまし

た。 

 

２．ファミリーウエルネスセンター、献館式挙行！ 

 去る 8 月 30 日（土）に、神戸 YMCA ファミリーウエルネスセンターの献館式が行われ、総勢 140 名が出席さ

れました。遠くはシアトル YMCA から名誉副総主事のトム・ホースレーさんが来神され、祝辞を述べられると共に、

5 日ほどの滞在を通して、旧交を温める機会となりました。また、神戸市や兵庫県をはじめ、多くのゲストが来ら

れ、新しい会館を見学していただきました。式では、小栗献牧師から「成長する家族」と題してメッセージをいた

だき、新しいセンターへの期待が述べられました。施工くださった鹿島建設への感謝を表す機会でもありました

が、鹿島建設からも多くの方が出席され、共に完成の喜びを分かち合いました。ファミリーウエルネスセンターは

9 月 1 日（月）からオープンし、初日には朝から約 200 人の方々が来られ、午後も子どもたちが多く参加して、

新しい施設での活動を開始されました。今後の活動に大いに期待したいと思います。 

 

３．ワイズメンズクラブ六甲部会、開催 

 去る9月6日（土）に関西学院会館において、今年度の六甲部会が開催され、多くのワイズメンが集まり、学び

と交わりの時が持たれました。今年度（7 月～6 月）は宝塚クラブの多胡葉子さんが部長で、方針として神戸

YMCA の支援を強く打ち出してくださっています。特に、ファミリーウエルネスセンター、三宮新会館建築募金へ

の働きかけを強めようとしてくださっています。また、第 1 部の礼拝での席上献金は東日本大震災及び広島水

害への支援として捧げてくださいました。部会では学びの場として、武田建先生による子育てについての講演が

なされ、楽しい学びの時でした。いつも神戸YMCAの支援の姿勢を強くしてくださっているワイズメンズクラブ六甲

部の皆さんに感謝いたします。 

 

４．ファンドレイジングの試み、神戸新聞社とのタイアップ開始 

 このたび神戸新聞社とタイアップし、神戸新聞の新規購読者の獲得で、神戸YMCAの募金活動に寄附をいた

だくというファンドレイジングの試みが始まりました。これは横浜 YMCA が地元紙である神奈川新聞社とタイアップ

していて成果を挙げていることに倣ってはじめるものですが、是非、皆さんも協力いただいて神戸新聞を新たに

購読する人を紹介いただいたり、紹介はがきを配布したりする働きをお願いします。新規購読お一人について

3000円が神戸YMCAに寄附される仕組みになっています。今後も、このような様々な工夫によってファンドレイ

ジングを強化したいと願っています。ご協力よろしくお願いいたします。（はがきをご覧ください。） 

 

５．今後の予定    

１）秋のバザー 

   ＜西宮 YMCA カーニバル＞     １０月１９日（日） 

   ＜学園都市 YMCA わいわいまつり＞ １０月２６日（日） 

2) 第 31 回チャリティゴルフ 
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   日 程：１０月２２日（水） 

   場 所：芦屋カンツリー倶楽部 

3) 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。） 

4) 第１７回神戸 YMCA インターナショナル・チャリティーラン 

   日 時：１１月 ３日（月・祝）午前９：００～午後３：００ 

   場 所：しあわせの村（神戸市北区山田町） 

 

 

理事通信から＜抜粋＞ 

 
８月末から始まった部会巡りは、いよいよ、その締めを迎える時期になりました。部会への想い入れが部によっ

てそれぞれ異なるためか、バナーセレモニーや部役員紹介をプログラムから除いた部会もありましたが、講演内容

に工夫を凝らしたりプログラムに歌や踊りを加えたりして、いずれの部会も知識・見聞を広め楽しませてくれる内容

でありました。 

多くの部が部会に併せてメネットアワーを開催し本年度のメネット国内事業にかかわる講話の時間を設けて下さ

いました。本年度のメネット国内事業は、希少難病患者の病状回復のための研究への支援に取り組む団体

Universal Field の活動を知ることで、世の目が届かなくて困窮している人々がいることを知り、このようなマイノリテ

ィ問題の解消に働きかけることもクラブの地域社会への奉仕活動のひとつとなることを知って頂くことにあります。

部会における私の挨拶では、各部の活動の指標となる部長主題を紹介するようにしました。部長主題には各部長

の想いがこもっています。ロースターの部役員名簿欄には各部の部長主題が記載されていますが、ここで改めて

各部長の想いをみなさまに知って頂きたく、以下に紹介します。 

中部部長（大西博昭様）：   「将来を見つめたワイズ活動！」を今やってみよう！ 

びわこ部部長（林俊博様）：  「みんなは一人のために、一人はみんなのために ２００推進に向け 

て、一歩ずつ進んでいこう」 

京都部部長（畑本誠様）：   「行雲流水」～Be Y’smen～ 

阪和部部長（三木求様）：   「共にひとつの“わ”になって！！」 

中西部部長（清水汎様）：   「ＹＭＣＡ・ワイズ共に若者、社会に光を」 

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

瀬戸山陰部部長（早川悟様）：「一人一人は小さな力 ワイズ魂で大きな輪に広げよう！」 

西中国部部長（森重雅伸様）：「西中国部の安定した１００を目指して ＜積極参加でワイズ理解 

を深め、仲間理解を深め、より安定した１００となろう＞」 

九州部部長（亀浦正行様）：  「あなたからわたしへ わたしからあなたへ」 

１１月７日（火）、静岡県御殿場の日本ＹＭＣＡ同盟東山荘で開催される今年度のＹＭＣＡスタッフ研修会にお

けるカリキュラムの１つとして「ワイズメンズクラブの歴史と現状、ＹＭＣＡとの協働について」があり、東日本区理事

の田中博之さんと私が分担して講師を務めます。ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーランは、秋季は、この１

０月と１１月に開催されます。ワイズメンのみなさま多数の参加・応援、よろしくお願いします。 

西日本区理事 松本 武彦 
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◇ 周年記念例会情報 (2014 年9 月30 日現在) 

★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） 

★神戸メネット 50 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(土) 

★鹿児島 25 周年 2015 年2 月14 日(土) ジェイドガーデンパレス ２階 

★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 

◇ 部会開催予定    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 

 

 

◇ 9 月メネット強調月間の報告 ◇ 

⇒阪和部 奈良クラブ メネット例会  「希少難病について」 

講師に看護師の大西アツミ様を迎えて希少難病について学ぶ機会を持っていただきました。普段は関心の対

象にならない難病問題をわかりやすくお話しいただき、今期国内プロジェクトへの関心を深めていただきました。 

⇒六甲部 神戸ポートクラブ メネット例会  「希少難病患者について学ぶ」 

講師にUniversal Field の代表・副代表理事のお二人を迎え、詳しく難病問題の現状と未来への思い、患者とし

て「今をいかに生きたいか」についてお話しいただきました。部長公式訪問の例会でもありましたが皆様に、難病に

ついてのご理解を深めていただく良い機会となりました。 

⇒六甲部 西宮クラブ メネット強調月間例会 

ポートクラブ同様の講師を迎え、30 名を超える参加者で熱心にお話を聞いていただきました。直接現状をお

聞きいただく事で、「目から鱗」の現実に色々思うところ有りとのご意見を頂戴しました。継続支援につながることを

祈ります。 

⇒六甲部 芦屋クラブ メネット強調月間例会 

メネット国内プロジェクトについて学びの機会として例会を開いて頂き、メン・メネットに加え医療関係者もご参 

加いただきました。小泉理事・中岡副理事の話から、今Ｕ／Ｆが目指す取り組みの重要性について大きな評価を

いただきました。「今後も何らかの支援を考えていきたい。」とのお言葉をいただき、うれしい限りでした。 

⇒京都部 京都ウエストクラブ メネット例会 

メネットさん向けに金澤会長自らが「綺麗と健康をあなたの手に！！」をタイトルにお話しされ、同時に簡単なス

トレッチとエクソサイズを紹介され参加者みなで楽しく体を動かしました。又その例会の中でメネット事業についての

報告・説明に時間をお取りいただき、皆様のご理解とご支援を賜りました。こうしたクラブ単位でプロジェクトの内容

を聞いて頂けることは大変ありがたく、メネット事業へのメンの理解を深めていただく良い機会になると改めて感じま

した。 


