
 

 

 

 

 

   

 第 322 号 

  神戸ポートクラブ会長(CP) 森 恭子『チャレンジでチェンジを！』”Challenge to Change”  2014 年 10 月 
 

国際会長(I P) Isaac Palathinkal (インド) ”Talk Less,Do More” 「言葉より行動を」 
アジア地域会長(AP) 岡野 泰和 (日本)“Start Future Now” 「未来を始めよう、今すぐに」 

西日本区理事(RD) 松本 武彦 (大阪西)「響き合い、ともに歩む」“To walk together, echoing each other” 
六甲部部長(DG)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。 
  川本龍資国際・交流事業主任（名古屋クラブ） 

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
第１例会参加費は食費代 2000 円です。正会員の欠席､及びメネット・ゲスト他出席は、前々日迄に坂本連絡主事宛連絡下さい。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2013―2014 年度クラブ役員 
【会長】森 恭子【副会長】廣瀬献児【書記】鈴木誠也【会計】小田 浩【監事】山崎往夫【連絡主事】坂本庸秀 

Chartered May 8, 1988 

神戸ポートワイズメンズクラブ 

〒650-0001 神戸市中央区加納町 2-7-15 

神戸 YMCA 本部事務局 
Tel 078-241-7201 

Fax 078-241-7479 

E-Mail：houshi@kobeYMCA.org 

http：//www.kobeYMCA.org/ 
 

第 1 例会 第 2 木曜日 7：00-9：00P.M.

第 2 例会 第 4 木曜日 7：00-9：00P.M.

《 2014 年 10 月の聖句 》 
＜わたしたち強い者は、強くない者の弱さを担うべきであり、自分の満足を求めるべきではありません。

（ローマの信徒への手紙 15 章 1 節）＞ 
幼稚園の園庭には白線がひかれ、10 月の運動会に向けて園児たちが練習をしています。リレーの練習 
の時一人の園児がバトンを次の走者に渡せず、落としてしまいました。その結果チームは最後にゴール 
しました。悔しそうでした。競争によって成り立つかに見えるわたしたちの社会は、失敗や敗者を受け 
入れて生かすシステムにはなっていません。競争が協走や共走として成り立つ社会こそ、成熟さと豊か 
さを実感するものとなると信じます。                        （Rev.T N）

 

＜10 月第 1 例会＞ 

NPO 法人はたらぼ代表理事を講師にお招きして、

「ブラック企業」の実態や取り組みについてお話を頂

きます。経営者のみの問題ではなく「社会全体の問題」

であると捉え直す重要性を説明いただきます。 
＜記＞ 

日時：2014 年 10 月 9 日(木) 19 時～21 時  
場所：三宮ターミナルホテル４F 
会費：2,000 円  ドライバー：橋本忠男ワイズ 
開会点鐘：森 恭子会長  
聖句祈祷:西澤他喜衛ワイズ 
会食・懇談 
スピーチ：NPO 法人はたらぼ 代表理事 中嶌聡さま

9 月の誕生者お祝い及び諸連絡、今月のうた 
閉会点鐘：森 恭子会長 

＜８月出席状況修正＞  出席率：84.2 %
(出席総数) 16 /19 (在籍会員数) 
出席数：ワイズ 16（内メイクアップ2） 
＜9月出席状況＞     出席率：94.7 % 

(出席総数) 18 /19 (在籍会員数) 
出席数：ワイズ 18（内メイクアップ5） 
メネット1､ゲスト3､ビジター8   計30名 

＜今後の予定＞
＜10 月第 1 例会＞ 
 10 月 9 日(木) 19:00～ 三宮ターミナルホテル 
＜10 月第 2 例会＞ 
  10 月 23 日(木) 19:00～神戸市勤労会館（三宮）
＜神戸 YMCA チャリティーラン＞ 
 11 月 3 日(月・祝) しあわせの村 
＜11 月第 1 例会＞ 
  11月13日(木) 19:00～ 三宮センタープラザ西館

＜10 月のお誕生者＞ 
  12 日 坂本 庸秀    14 日 丹羽 和子 

＜現在のファンド・累計＞ 
          9月      累計 

ニコニコ    1,000円    2,000円 
物品販売     4,500円    4,500円   



会長メッセージ 
森 恭子 

朝晩の気温もすっかり涼しくなってきました。金木犀のやわらかいにおいが秋の訪れを知らせてくれていま

す。10 月は BF・EF の強化月間です。10 月の大行事といえば！！恒例の「じゃがいもファンド」です。今年

も、たくさんのファンドを集め、同時にワイズ活動を広めるまたとない機会です。また、今月の例会では労働

問題をテーマに、若者世代が直面している問題に若者が取り組む NPO 法人はたらぼのお話を伺います。社会

に関わる活動として、私たちワイズ活動につながるものと期待します。ファンドとともに、ワイズ活動のあら

たな展望を、みなさんと一緒に見つけて行きたいと思います。 
 

10月のスピーカー 
中 嶌 聡 氏 
NPO法人はたらぼ代表理事 
大手企業に就職。労働組合に入ったことがきっかけで、労

働問題に取り組むようになる。退職後、地域の個人加盟組

合に所属し、動画サイトを活用した活動するなど「これま

でにない労働運動」を仲間と展開する。その後、「NPO法

人はたらぼ」を設立し、会議やワークショップでのファシ

リテーション技術の向上にも取り組み、「対話」に注目する

活動を展開している。 
 
＜9月第1例会報告＞ 

＊９月11日（木）

第1例会、三宮タ

ーミナルホテル、

25 名出席と食事

23食（部屋定員限

界）部長公式訪問、

メネットの月「希

少難病患者の現状

と支援」(社)ユンバーサル・フィールドより・・・＊希少

難病の研究費や患者会の活動費を支援していただきたい。

新たな寄付文化の構築を目指したい。＊関わりを持ちやす

い旅やイベントで楽しい時間を共有したいのでHIS旅クラ

ブへの登録をお願いしたい。「あなたの手は、誰かの翼。」 

西村メネット事業主任より・・・「献金は、希少難病患者研

究支援に使われます。」既定の謝礼のほかに、席上カンパを

回して17,000円を寄付することが出来た。            

＜今月のうた＞ 

「通りゃんせ通りゃんせ」 この童うたは「手形」のな

い者は通さないと、厳重な箱根の関所、または天神様参

りを風刺した遊び歌です。今日の中岡亜紀さんのファイ

トfightに刺激され、私たちも頑張ろうと力強い合唱と

なった。  （斎藤 記） 

 
＜9月第2例会報告＞ 
日時：2014年9月25日（木）19:00-20:55    

場所：神戸市勤労会館4階409室 
出席者：大野勉、大野智、小田、郡、齋藤、坂本、    

鈴木、民谷、橋本、細見、水野、森、山崎13名  
１）8月第1例会出席：ﾜｲｽﾞ 14，ﾒﾈｯﾄ 1（佐野恵美），ｹﾞｽ

ﾄ 2（林美恩、王恩彗），ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 合計17名 
出席率：14＋(ﾒｲｸｱｯﾌﾟ第2例会坂本・六甲部部会小田2
名)÷19＝84.2％（ブリテン修正） 

２）9月第1例会出席：ﾜｲｽﾞ 13，ﾒﾈｯﾄ 1（佐野恵美），ｹﾞｽ

ﾄ 3（小泉二郎、中岡亜希、井内朋博），ﾋﾞｼﾞﾀｰ 8（宝塚2、
京都プリンス 2、京都 ZERO3、さんだ 1）  合計 25
名、出席率：13＋(ﾒｲｸｱｯﾌﾟ 5 名：本日郡、民谷、細見、

水野4名+廣瀬頼子神戸ｸﾗﾌﾞ出席)÷ 
19＝94.7％ 

３）9月活動報告の件 
＊9 月 11 日（木）第 1 例会、三宮ターミナルホテル、25
名出席。六甲部部長公式訪問、メネットの月「希少難病

の現状と支援」(社)ユニバーサル・フィールドへの支援

は？ 
＊9月25日（木）第2例会  
＊9月6日（土）六甲部部会、関西学院会館 
 出席：大野智恵、小田、佐野、鈴木、廣瀨献児、 
水野、山崎、山田、8名。 

＊他部会出席：8/31中部・山田ﾜｲｽﾞ、9/20中西部・  鈴

木ﾜｲｽﾞ。他クラブ例会出席：山崎ﾜｲｽﾞ 9/10宝塚ｸﾗﾌﾞ、大

野智恵ﾜｲｽﾞ 9/12西宮ｸﾗﾌﾞ、9/17芦屋ｸﾗﾌ  ゙
 廣瀬頼子ﾜｲｽﾞ 9/22神戸ｸﾗﾌ  ゙
４）10～1月の第1例会の件  
＊10月9日（木）：森会長の提案により、現在の若者が直

面している労働の問題を取り上げて「ブラック企業」を

検討する。三宮ターミナルホテル、ドライバー橋本忠男

ﾜｲｽﾞ。スピーカーは、NPO 法人はたらぼ代表の中嶌聡

さん。彼自身が、企業で労働団体に所属し、労働問題に

取り組むようになったので、現在の若者が直面している

労働問題を取り上げる。 
＊11月13日（木）：「軍師官兵衛の話」 
 7 月中止の再開で興味を持ってる方も多いのでこの機会

にEMCとして一人が一人を連れてくる例会を考え、35



名を超える出席者を想定し、会場を「センタープラザ西

館」（三宮センター街中程）とし、弁当を配達してもら

う。会場は鈴木、弁当は民谷が担当する。 
＊12月11日（木）：クリスマス例会、例年に準じてオリ

ンピアとグリーンヒルホテルとする。 
＊1月8日（木）新年第1例会、三宮ターミナルホテルと

する。 
５）今後の予定 
＊11月3日神戸YMCA チャリティーラン：クラブからの

協賛の他に個人としての協賛金（品）のお願い。 
 クラブとしてはラッフル券販売と、物品販売として柿を

販売する。 
＊六甲部役員会10月23日（木）ポートクラブの第2例会

日のため、日程変更を申し出たが拒否された。クラブ例

会の日に役員会を予定することに対して強く抗議する

が、当日は山田直前部長と大野智恵メネット事業主査が

出席することにする。 
＊チャリティーラン協賛委員会 10 月 1 日(水)18:30～ 廣

瀬頼子Yサ委員出席不可の為、代行出席検討する。 
＊チャリティーラン実行委員会 10 月 6 日(月)19:00～ 大

野勉直前実行委員長が出席する。 
＊EMC事業委員会10月3日(金)18:00～ 廣瀬献児EMC
委員長出席予定。 

６）今後の課題 
＊10 月 16 日じゃがいも入荷、販売価格 10kg１箱 2,200
円、じゃがいも担当：橋本忠男ファンド委員長、チラシ

作製：水野ﾜｲｽﾞ、500箱完売目標に頑張ろう。 
＊森会長より廣瀬頼子ワイズの例会出席が難しいので、広

義会員を検討する提案があったが、次期尚早であり、な

んとかメイクアップで、つないでほしいとの結論になっ

た。 
＊六甲部大野智恵メネット事業主査より提案とお願い。 
① メネット主査として9月に西宮クラブ、芦屋クラブ

例会に出席の後、10月16日(木)に神戸西、10月28
日には神戸クラブ例会に出席予定。 

② 六甲部のメネット事業として4月4日、「希少難病」

への支援活動として「チャリティーコンサート」を

開催するが、神戸ポートクラブが主催者になるのは

疑問なので、主催する実行委員会を作って、そのメ

ンバーになるということで再検討してほしい。後援

名義依頼申請のために企画書を作成中である。 
③ 阿部望先生が、YMCA新会館建築支援のためのチャ

リティーコンサートを12月6日（土）15時～ 凮

月堂にて「くさぶえ」「Ding Dong Ringers」出演

で主催される。YMCAをサポートするワイズメンズ

クラブとしては、六甲部全体で協力したいので、他

クラブへは例会訪問で呼び掛ける。（チケット

1,200円） 
④ 西日本区メネット事業への献金額は、昨年に準じて

合計20,000円とすることを確認する。 
７）ブリテン 10 月号： 原稿 9 月 29 日（月）締切、10
月2日（木）発行、印刷、郵送 

 ・9第1例会（大野智恵） ・第2例会（鈴木）、 
  10月第1例会案内（森）、六甲部部会（小田）、他部会

クラブ出席報告（山田、山崎、廣瀬頼子） 
「WAPふれあいまつり」（大野智恵） 
投稿、諸報告、その他お願いします。 

 
＜六甲部部会報告＞ 

 

 
第 13 回六甲部部会が 9 月 6 日（土）西宮市の関西学院会

館で若林成幸六甲部書記の司会のもと開かれた。 
来賓として松本武彦西日本区理事、水野雄二神戸YMCA

総主事、又中部名古屋クラブから九州部熊本西クラブまで

総勢150名程の参加で盛会となった。 
第1部、多胡葉子六甲部部長は近年の各地の自然災害にも

触れ、神戸 YMCA 新会館建設の始まる年度でもあり、ワ

イズメンの持てる力を無理せず出そう、出せるはずと激励

された。 
第 2 部講演会は、関西学院大学名誉教授武田建氏。「心

の育ち方、育て方を1時間に亙り語られた。今なお学内外

でカウンセリング活動されている先生の学生時代、留学体

験を交えて夫婦のこと、親子のこと、子どもの成長のこと

等、内容は多彩。先生の内外でたくさんの人たちとの出会

い、何事にもチャレンジする大切さ、「百聞は一見に勝る」

との実感を事例を示しながら話はすすめられた。研鑚と親

交が出来た六甲部部会となった。クラブの出席者：廣瀬献

児、大野智恵、佐野、鈴木、水野、山崎、山田、小田8名 
（小田 記） 
 

＜メネット事業「希少難病患者支援」＞ 
今期メネット事業のテーマである「希少難病患者支援」

を進めるために、まず希少難病患者の置かれている現状を

知ることから始めました。治療法が確立されておらず国か

らの援助もない中にあって、患者さんでもある中岡さんの

「運命を使命にかえて」活動しておられる姿に感銘を受け



た方々によって、少しずつ支援の輪ができつつあるようで

す。しかし、それは厳しい状況にある患者さんにとって始

まったばかりの動きであり、その流れを途絶えさせること

なく確かなものにするためには、たくさんの人の力が必要

です。 
 メネット事業として発信したものではありますが、六甲

部全体で取り組んでいただくために、各クラブの例会で「希

少難病」について学んでいただき、自分たちにはどんな支

援ができるのかを考えていただくことにしました。神戸ポ

ートに続いて、西宮クラブ、芦屋クラブの例会にユニバー

サル・フィールドの小泉さんと中岡さん、西村メネット事

業主任と共に参加し、学んでいただいたうえで協力をお願

いして参りました。 
 他のクラブにおいても学習をしていただいた後、外部の

方にも知っていただく機会としてチャリティーコンサート

開催を計画しております。患者さんにも来ていただいて、

広報、癒し、交流等いろいろな意味合をもったイベントに

できたらと思います。お力添えをよろしくお願いいたしま

す。                （大野智恵 記） 
 
  ＜WAPふれあいまつり＞ 

9月27日（土）、

神戸ポートクラ

ブが支援をして

いるエコール

KOBEの母体で

ある(株)WAP コ

ーポレーション

が、トヨタハー

トフルプラザ神戸で福祉イベントを行い、我がクラブは「柿

チップとはちみつドリンク」のお店を出して協力しました。 
特色をもつ福祉事業所が一堂に集まって交流を深めるも

ので、地元神戸・阪神間はもとより近畿他府県からもたく

さん参加されて、予想した以上に盛大なものでした。 
用意していた商品が完売したので早めにお店を閉じまし

たが、喜んでいただけましたし、ワイズメンズクラブの存

在を知っていただく良い機会にもなり有意義な活動ができ

たと思います。来年は、もっとたくさんの方に参加してい

ただけたら嬉しいです。収益金 4,000 円は献金させていた

だきました。クラブからの参加は小田、丹羽、大野智恵   

3名でした。              （大野智恵 記） 
 
＜宝塚クラブ9月例会訪問＞ 
去る9月10日宝塚クラブの例会に出席した。ゲストスピ

ーカーは関西学院大学理学部名誉教授の小山泰氏、教団

仁川教会員で、科学者でありキリスト者である立場から

興味深い話をされた。         （山崎 記） 
 
＜じゃがいも販売キャンペーン＞ 
＊本年も北海道のじゃがいも「洞爺」をお届けします。到

着は10月16日、昨年と同じく10kg 1箱2,200円です。

頑張りましょう。            （郡 記） 
 
＜部会訪問＞ 
＊ 8/31(日) 中部部会 山田。記念講演｢東日本大震災に学

ぶ(自衛隊 3 等陸佐 小田浩次様)を拝聴し､忘れかけてい

る日頃の備えについて思い起こされた。 
＊ 9/27(土) 西中国部会 大野､山田。第 17 回 西日本区大

会開催の地､岩国への再訪問となり､出席者の皆様と懐

かしい再会となった。 
＊ 9/28(日) 九州部会 大野､山田。すばらしい天草の自然

の中での開催。晴天の中、九州部の底力を感じる部会で

あった。部長主催の前夜祭も開催して下さり熊本のクラ

ブ他､沢山の方々との再会や交流の場となった。19 時の

終了後､2 人共翌日の仕事のため深夜に帰神せねばなら

ずエクスカーションに参加できなかったことが少し残

念だった。              （山田 記） 
 

１．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）、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。新センターは 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。 
 

２．ファンドレイジングの試み 
神戸新聞社とタイアップ開始 

 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。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。 
 

３．今後の予定    
第17回神戸YMCAチャリティーラン 
11月3日（祝）午前9:00～ しあわせの村  

神戸YMCAマンスリーレポート 


