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第 23 回神戸 YMCAインターナショナル・チャリティーラン 2021 

& YMI 創⽴ 100 周年ワイズメンズクラブ六甲部記念植樹 

昨年は、新型コロナウイルスの影

響で大会を中止せざるを得なかった

神戸 YMCA チャリティーランです

が、今年はなんとか工夫をして実施

しようと計画されました。タイムを

競う形ではなく、各自都合の良い場

所と時間で、歩いたり走ったりした

記録を報告する「WEB 参加」と、し

あわせの村に集まって参加する「会

場参加」の二つの方式が準備されま

した。前日の雨も上がり、会場には

全体で約 150 名の方が参加され、し

あわせの村内の２つのコースを個人

のペースで歩いたり走ったりする姿

がありました。コースポイントに立

って誘導してくれるユースリーダー

のおかげで、秋の一日を体を気持ち

よく動かして楽しみました。 プロ

グラムの合間に、ワイズメンズクラ

ブ国際協会 100 周年をお祝いをし

て、六甲部の記念植樹を行うことも

できました。 

 

（以下、西日本区 CS 事業報告より） 

実⾏委員会のメンバーを初め、各ク
ラブからも総勢 40 名の参加があり、事前に準備された樹齢 10 年のソメイヨシノに六甲部発展の願
いを込めて順次⼟⼊れを⾏った。その後、各実⾏委員から「みんなの願い」として植樹に込める思
いを語ったり、記念撮影を⾏ったりして短時間ながらも充実した 20 分の植樹式を無事終了すること
ができた。 



 ⽀柱の横⽊には、東⽇本区元理事原俊彦ワイズ作成のプレートをつけたり、神⼾新聞でワイズメ
ンズクラブの紹介をしてもらったり、CS 事業を広報にも広げていくことができたと思う。 

 ⻑年 YMCA との協働で⾏っているプログラムの開催場所に植樹を⾏えたことは、⼤変意義のあ
ることと思われる。今後も、機会を作ってしあわせの村を訪れ、ワイズメンズクラブ六甲部の発展
を願う気持ちを持ち続けながら⾒守っていきたい。今回の植樹プロジェクトを通して、皆様との協
働により「寄り添い、分かち合い、三⽅よしでみんな笑顔」という今期の部⻑主題にある姿を⾒る
ことができたことに改めて感謝したい。 

 来春には、神⼾の⽞関⼝の⼀つである新神⼾駅から南へ続く桜の名所⽣⽥川公園、さらに、神⼾
⼀の市⺠の憩いの場である東遊園地には、⼤規模改修⼯事を終えた後、植樹を⾏う予定である。 
このように、継続事業として取り組むことは次期六甲部⻑とも合意している。 
2023 年に開催される第３回ワイズメンズクラブ東⻄⽇本区交流会を機に、参加された皆様が神⼾の
街を散策され、それぞれの公園を巡っていただけるようなことができたら幸いに思う。 
  

2021 年度西日本区次期役員研修会  2021 年 11 月 27 日(土)・28 日(日) 

六甲部からは次期部長若林成幸ワイズ、アジア太平

洋地域会長大野勉ワイズ、そして現部長の 3名が２日

間にわたる研修会に出席しました。トロイカ体制で取

り組む大切さを考えると、次期の研修会を共に学ばせ

ていただくことは必要だと感じました。 

西日本区現況報告、国際・地域の現状報告、基調

講演に続き、次期理事/次期事業主任の方針発表、事

業主任および部長のグループ別研修、YMCA 理解、

議事進行模擬会議と、盛り沢山なプログラムでした。 

昨年次期部長として研修を受けた時を思い出し、  次期六甲部部長若林ワイズによる部長方針発表 

残りの部長期を心を引き締めて頑張っていこうという気持ちになりました。 

 

・・・六甲部の動き・・・ 

神戸 YMCA/ワイズメンズクラブ六甲部パートナーシップ委員会 

  11 月 15 日(月)、パートナーシップ委員会から 2名、神戸 YMCA から 3名、六甲部部長と次期部

長の 7名によって、YMCA とワイズメンズクラブ六甲部の現況についての共有したうえで、各活動

予定について話し合われた。 

今後予定されている YYY フォーラムは、神戸 YMCA 会員増強委員会と共に取り組みを進めてい

くこととして、具体的な内容については今後協議を進める。 

ピンクシャツデーに関しては、神戸 YMCA 国際委員会で検討する予定。それぞれの活動にワイズ

は協働する形で関わっていく。 

2022 年度神戸 YMCA 大会は、年明け早々に実行委員会が持たれる予定である。 



六甲部広報委員会・デジタル小委員会 

第２回デジタル小委員会が 11 月１日に開催された。ワイズ活動のデジタル化に関して有効なこと

（ハイブリッド例会の開催等）は少しずつ広げていき、各クラブの問題点に対して必要とされれば

委員会の方から出向いて問題解決を積極的に行っていくということが共通理解された。 

また、六甲部ウェブサイトの充実を図ることが広報につながり、活動の活性化につながっていく

ということから、今期は六甲部ウェブサイトの改善に力を入れることになった。小委員会内でプロ

ジェクトを組み、検討した内容を、次回デジタル小委員会（12 月 6日）で話し合って六甲部として

の計画書を作成していく予定。 

今後、デジタル小委員会の活動は、広報委員会とリンクしながら進めていくことになった。 

 

六甲部新年合同例会 1 月 22 日(土)16:00〜18:30  須磨温泉寿楼臨水亭  

内容詳細に関しましては、国際・交流主査の安行暁子ワイズより案内していただきます。 

どうぞお楽しみに！ 

 

 

＜クリスマス例会案内＞ 

＊12月 4日の神戸西クラブ 12月例会＊ 
  『１２⽉例会は、「ＷＡＣＣＡ」の⺟⼦を招待しての 
  Ｘʻｍａｓ会を計画しています。 
   昨年は、此の COVID-19 ウイルス災禍の為、開催を 
断念しましたが、WACCA より「今年は⾏う事とした」 
との 知らせを受けましたので、これに協⼒し、共催 
する事としました。約 30 名の⺟⼦を招待致し、マジ 
ック ショウと、サンタクロースよりの⼩さなプレゼ 
ント「筆⽴て型の⼩物⼊れと其れの詰めたお菓⼦」を 
贈ります。残念ながら、⾷事は提供出来無くて、ギタ 
ー演奏を楽しんで戴きます。』 

 
＊⻄宮クラブクリスマス例会のご案内＊ 
今年の⻄宮クラブクリスマス例会はリアルでの開催を添付のチ
ラシの様に考えていますので、ワイズ活動の再開とともに、皆
様⽅とお⽬にかかれることを⼼待ちにしています♪ 
是⾮、多くのゲストをお誘いのうえ、ご参加下さい。 
⽇時：12 ⽉ 18 ⽇(⼟)  午後６時〜（受付午後５時半） 
場所：カ クチーナ ケ インカント  
（美味しいイタリア料理と⾳楽のお店） 
 ⻄宮市市庭町９−１２ ⾹櫨園 C 棟   TEL：0798-34-2234 
会費：メン＝7,000 円、 メネット＝6,000 円 
 １２⽉⻄宮クラブ ドライバー： 濵 浩⼀  清⽔ 規裕 
 

＊ちょっとお知らせ＊ 
神⼾⻄クラブと共に神⼾クラブが⽀援を
継続している WACCA（シングルマザーと
⼦どものための居場所事業）の⽀援に、新
⻑⽥にあるリサイクルショップ「FREE 
HELP」の売上⾦が活⽤されています。不
要な⾐類や⽣活⽤品を寄付することが、ワ
イズメンズ⽀援先につながる「みんなが笑
顔になる」仕組みです。 
 



＊宝塚クラブのクリスマス関連プログラムのご案内＊ 

 
 
＊神⼾ポートクラブクリスマス例会ご案内＊ 
 12 ⽉ 10 ⽇(⾦)午後６時半、特別養護⽼⼈ホームオリンピアのみなさんとクリスマスをお
祝い（今年はオンラインで参加）。その後、神⼾ポートメンバー中⼭ワイズが代表を務める
⺠間学童保育施設「北野くん家」の⼀階スペース「まどゐ」（カフェ）を借り切ってクリス
マス会。 会費 3000 円  問い合わせ先 ⼤野勉（090-9706-2298 
 
＊神⼾学園都市クラブクリスマス例会＊   ＊神⼾クラブのクリスマス例会＊ 
“賛美とクリスマスメッセージの⼣べ”        チャペルでのクリスマス礼拝        
メッセンジャー：丹⽻和⼦牧師          ⽇時：12⽉ 11 ⽇（⼟）16:00〜17:00 
⽇時：12⽉ 16⽇(⽊) 18：00〜19：00            場所：神⼾ YMCA 三宮会館 
場所：⻄神⼾ YMCA 

 
⋇芦屋クラブクリスマス祝会のご案内⋇	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 *さんだクラブのクリスマス例会＊	
１２月２３日（木）午後６時～午後８時半     12 月 15 日(水) 

ホテル竹園芦屋３階飛鳥の間にて         興聖寺にて 

クリスマス礼拝                 クラブメンバーでクリスマスを祝う 

ピアノコンサート 

出演ピアニスト遠藤景子さん 

  

大阪土佐堀クラブ・宝塚クラブ

クリスマス合同例会
１２月１１日（土）
宝塚ホテル

会費　9,000円

１１：００　受付

第一部　１１：３０～
　クリスマス礼拝
メッセージ　
　日本キリスト教団　宝塚教会
　　浦上　結慈　牧師

第二部　１２：００～
　クリスマスランチで
　　　懇親会

第三部　１３：１５～
　ピアノコンサート
　奏者
　大久保　有記　氏

　　　演奏曲目
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　　　大久保有記氏　
　　プロフィール
関西学院中・高・大（法学部）卒
米国フロリダ州 Rollins College卒
現在K.k. 住友ゴムに勤務
ピアノは幼少期からの趣味・演奏活
動などにも励む
第63回グラミー賞受賞

申し込み連絡先
大阪土佐堀クラブ
        工藤　義正
   携帯　090-8792-6600
宝塚クラブ
       福田　宏子
  携帯　090-7365-1689


