
Y's for future!” 

  

 

 

 

神戸ポートクラブ会長(CP)大野智恵『「ワイズの輪と和を広げよう！」“Expand circle and harmony of Y’s!” 

   
国際会長(IP) JOAN WILSON(カナダ)  “Our Future Begins Today”「私たちの未来は、今日から始まる」 

アジア･太平洋地域会長(AP)Tung Ming Hsiao(台湾) “Respect Y’s Movement” 「ワイズ運動を尊重しよう」 
西日本区理事(RD) 岩本 悟(熊本にし)「ワイズ魂で 更なるワイズの活性化を！」“Energizing Y’s Men’s Clubs with the Y’s spirit!” 

六甲部部長(DG)長井慎吾(西宮)「楽しい交流と、やりがいのある奉仕活動で更なるクラブ活性化を図ろう」 
１０月強調月間 ＢＦ／ＥＦ 

国際協会に所属するワイズメンとして、全ての中まである国々を周知する目と心と義務を育て、よりＢＦ／ＥＦの意識を高めましょう。 
            森田美都子国際・交流事業主任(京都パレスクラブ） 

 
 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

食事代として各自 2,000 円ご負担いただきます。正会員 の欠席､及びﾒﾈｯﾄ･ｹﾞｽﾄ他出席は前々日迄に井上真二総主事宛連絡下さい。 
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Tel 078-241-7201 
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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. 

第 346 号 

2016 年 10 月 

＜ 2016 年 10 月の聖句 ＞ 

＜「あなたがたも聞いているとおり、『隣人を愛し、敵を憎め』と命じられている。しかし、わたしは言っておく。 

敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。」         （マタイによる福音書 5 章 43－44 節）＞ 

私が園長をしている幼稚園では、9 月の 2 学期が始まって暫くすると、園庭に白線が引かれ、毎日園児たちが目前に

迫る運動会本番を前にリレー競争やゲームを楽しんでいる。運動会は競争の種目が多くあり、保護者も我が子の成長に

目を細める。と、同時に本番の運動会では隣の子との競争に一喜一憂して、大声での声援や身を乗り出してのパフォー

マンスはすごい。やはり「一番」になるのは、園児本人も保護者も心地良い。負ければ悔しい。園長である私は、園庭

に隣接した教会の牧師。毎（日）には、いつも礼拝の説教で語っている。「隣人を愛せよ」と。この個所は、新約聖書

マタイ福音書の「山上の説教」という枠組みの中で、主イエスが語られている言葉だが、それでも今日的にも「隣人を

愛せよ」との言葉は、時代を超えて生きている。園児たちは、競争と共走と協走の中を成長していく。園児たちの成長

を見守り、祈りは続く。                       （Rev.Nishizawa） 

＜10 月第 1 例会＞ 

10 月は BF／EF の月です。神戸 YMCA の誇るボラン

ティアリーダーの活動について、余島キャンプからキャ

ンプ長とリーダーをお招きし、理解を深め、楽しく交流

する時としたいと思います。ゲストもお誘いください。 

          ＜記＞ 

日時：2016 年 10 月 13 日（木）19:00~ 

場所：三宮ターミナルホテル 六甲の間 

ドライバー：水野ワイズ 

開会点鐘：大野智恵会長 

聖句/祈祷：西澤他喜衛ワイズ 

会食 

卓話：「余島の今～ボランティアリーダーと共に～」 

   山本亮司キャンプ長とボランティアリーダーの皆さん 

諸連絡、今月のうた 

閉会点鐘：大野智恵会長 

 

＜9月出席状況＞   出席率：81.8 % 

 (出席総数)18 /22 (在籍会員数) 

出席数：ワイズ 18（内メーキャップ2） 

メネット1､ゲスト6、ビジター14   計37名 

 

 

＜10 月第 1 例会＞ 

10 月 13 日(木)19:00～ 三宮ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾃﾙ六甲の間 

＜10 月第 2 例会＞ 

10 月 27 日(木)19:00～ 神戸市勤労会館 408 室 

＜神戸 YMCA 第 19 回チャリティーラン＞ 

11 月 3 日(木・祝) 神戸しあわせの村 

＜11 月第 1 例会＞ 

11 月 10 日(木)19:00～ 三宮ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾃﾙ六甲の間 

＜六甲部部会＞ 

11 月 12 日(土)14:00～ ラッセホール 

「いっくん応援イベント」 

11 月 19 日(土)15:00～ 須磨教会 

＜１０月のお誕生者＞ 

12 日：坂本庸秀ﾜｲｽﾞ  14 日：丹羽和子ﾜｲｽﾞ 

＜2016年度のファンド・累計＞  
         9月        累計 

ニコニコ   1,000円    3,500円 

物品販売     0円   13,760円 

＜ベルマーク集計 累計＞  
9月 1436.4点    累計4735点 

 



  

会長メッセージ 

                                   大野 智恵 

スポーツの祭典オリンピックに日本中が湧き、選手の活躍に大きな声援と拍手を送りました。自分を律し限

界まで挑戦する姿には感動を覚え、我がことのように心が震えた人も多かったことでしょう。数々のドラマも

ありました。 

 そして、もう一つの素晴らしい挑戦、パラリンピックで、「限界のない心」を体現するアスリートは、多くの

人々に夢と希望を与えました。その人に応じたサポートがあれば、障害の有無や程度に関係なく努力をするこ

とで大きな喜びが得られる。戦いの後の爽やかな輝く笑顔が心に残りました。 

暮らしの中でも、違いを認め、足りないところを補い支え合いながら、共に生きていくことができたらいい

ですね。そういう思いを持った仲間と、ワイズの活動を豊かに展開していきたいと思います。 

 

＜10月第1例会スピーカーの紹介＞ 

山本亮司さん：花園大学卒。学生時代に余島キャンプのボ

ランティアリーダーとして近江岸建助・尾上尚司両キャン

プ長の薫陶を受け、神戸 YMCA に入職。三宮ブランチ勤

務を経て、余島キャンプのキャンプ長として9年目。多く

のボランティアリーダーを育成しておられます。10月例会

では現役の余島リーダーと共に余島でのボランティアの活

動についてお話しくださいます。 

 

＜9月第1例会報告＞ 

日時：2016年9月8日(木) 19:00～21:00 

場所：グリーンヒルホテル神戸 

出席：ワイズ16、メネット1、ゲスト6、ビジター14、 

合計37名、ドライバー：東 恭子ワイズ 

   

今年の夏、8 月以降、台風が次から次へ上陸。大雨の被害

も全国的な模様でした。9月20日、鹿児島に上陸したもの

まで含めて6つの台風があった。例会当日は、幸い残暑は

あるものの、台風の影響はなく、神戸、西宮、宝塚、神戸

西、芦屋各クラブからのビジターや、友人、知人をゲスト

を多数お迎えできた。 

 大野智恵会長の来客歓迎の言葉と共に開会点鐘。続いて

ワイズソング斉唱。6 ヶ月間のマレーシア日本人教会での

奉仕活動を勤められた丹羽和子ワイズの聖句と祈祷は、出

会いと交流を大切に、また、感謝の気持ちをもとう…と。 

 ゲスト、ビジターの紹介。進藤啓介直前部長による乾杯。

手際よく進み、本日の稲岡大介氏の演奏とお話し「ハンマ

ーダルシマーの魅力」へ。稲岡氏は、学生時代に作曲家デ

ビュー。斬新な切り口で音楽活動を続けておられる。多く

の人が、この楽器を見るのも聴くのも初めて、といってい

い程。「愛の賛歌」に始まり、アイルランド民謡、日本の

唱歌の数々、「アメージンググレイス」まで10曲以上、弦

の響きが会場いっぱいに広がり、皆が聞き入った。その間、

ピアノの原型といわれるこの楽器の誕生と発展の歴史、今

の日本での演奏の様子、楽器についての問答と、盛りだく

さんで、皆興味津々。又、稲岡氏は、東日本大震災を機に、

何をしたらよいのかと考え、音楽療法にの活動を広げてお

られる。限られた時間、もっと聴きたい、楽器のことも知

りたいとの様子であったが、弦の音の余韻を残しながら、

終演となった。（小田 記） 

 

＜9月第2例会記録＞ 

日時：2016年9月29日(木) 19：00～21：00 

場所：神戸市勤労会館303室 

出席者：井内､大野智､大野勉､小田､郡､坂本､佐野､鈴木､細

見､水野､山崎､山田 計12名 

4.内容： 

(1)9月第1例会出席 

メンバー：安倍､井内､井上､大野智､大野勉､小田､郡､坂本､

鈴木､高見､丹羽､東､廣瀬頼､水野､山崎､山田 計16名 

メネット：石坂和子 

欠席：齋藤､佐野､民谷､西澤､廣瀬献､細見 計6名 

ゲスト：6名、ビジター：14名 

出席率：16名＋メーキャップ 2名(佐野､細見）÷22名（在

籍数）＝81.8％ 

(2)今後の例会予定 

①10月第1例会10月13日(木) 於三宮ターミナルホテル 

「余島の今､これから」 担当：水野､廣瀬献､卓話者：山本 

亮司さんとリーダー2名の3人 

②10月第2例会10月27日(木）於神戸市勤労会館408室 

③11月第1例会11月10日(木）於三宮ターミナルホテル  

「YMCAにおける音楽活動」阿部望氏 担当（大野勉､高見） 

④11月第2例会11月24日(木）於 神戸市勤労会館303 

⑤12月第1例会12月9日（金） 



  

オリンピアでのクリスマス会 18：30～19:30頃 

クリスマス例会20：00～21：30於ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 

ドライバー民谷さん､交流委員がプログラム準備とサポー

トをする｡ 

⑥12月第2例会12月22日(木) 於 神戸市勤労会館 

(3)今後のその他予定 

①神戸YMCA ハンドベルジョイントコンサート 10月8

日（土）15時30分～ ¥1,200 クラブ預かり8枚 

②第47回 全国YMCA リーダー研修会 2016 年10月8

日（土）～10日（月・祝）2泊3日 於 神戸YMCA余島

野外活動センター ※リーダー参加費支援を実施｡ 

③六甲部交流ローンボウルズ大会 10 月 1 日（土）9～17

時 於 しあわせの村(神戸市北区) ローンボウルズ場 

参加者：廣瀬献､大野智､山田 

④チャリティーラン 11月3日（木） 於 しあわせの村 

神戸ポートの参加方法：出店は昨年同様､タピオカドリンク､

チョコバナナ｡柿は未定｡出店の申し入れ 10/5(水)までに神

戸YMCA へ依頼する｡今日の例会にて長机2本､椅子4脚

を坂本さんからお願いして頂くことになった｡ 

⑤六甲部会 11月12日（土）於ラッセホール15～19時半 

クラブの代表的な活動紹介〜 写真 2 枚を各クラブから提

出する｡再確認する｡サリマライズを歌うことにする（10月

第1例会で練習）｡ 

⑥山本育海さんの支援イベント 11 月 19 日（土） 15～

17時 於 須磨教会 

全体進行：郡さん( 山本育海さんのお話 司会進行､「くさ

ぶえ」「ディンドンリンガーズ」の演奏 ) 

役割分担検討：山崎 → 受付 大野勉､会計 丹羽､誘導 山田 

4)その他 

次の課題について協議した(詳細はクラブ内メモ参照) 

①他クラブ例会出席 ※11月イベントPR 

②神戸ポートクラブHPの整備 

③東日本大震災復興支援チャリティーコンサート 

2017年4月22日（土）14時から 神戸聖愛教会 

竹中真氏のピアノ演奏､長田高校音楽部の合唱 

④じゃがいもファンド 

今年の販売目標 500 箱､各自の目標｡初回の入荷は

10/17(月)以降｡ 

⑤クラブ名札ケース追加の件 

⑥六甲部パンフレットの件 

⑦2018年クラブ30周年行事について 

⑧ベルマークの回収をさせていただきます｡少しでも結構

です｡ご協力お願いいたします！インクカートリッジと三

ツ矢サイダーの王冠は､そのままお持ちください｡(山田記) 

 

 

＜シアトル訪問＞ 

9月17日～20日 

参加者：井上総主事、高見、山崎、大野勉 

 

17日：シアトルダウンタウンサービスクラブと IBCナイト＠IVAR 

 
25名の参加（日本側10名） 

 

18日：シアトルYMCA・神戸YMCA 交流50周年記念ﾊﾟｰﾃｨ 

 

19日：シアトルYMCA・ORKILAキャンプ場訪問 

  



  

＜DBC東京むかでクラブ プチ交流会＞ 

日時：2016年9月9日(金) 夕方から 

場所：土井会長宅 

出席者：土井会長＆メネット､高津ﾜｲｽﾞ&メネット､吉田ﾜｲ

ｽﾞ&メネット､山田 

・9/9(金)-10(土)と出張の機会を活かし、東京むかでクラ

ブ 土井会長宅に泊めて頂き、ご馳走とたっぷりのワイン

で歓迎して頂いた。高津ご夫妻、吉田ご夫妻が駆けつけて

下さり、充実したDBC交流となった。翌日は、10/21-

24(準備期間含む) YYYシニアキャンプ 於 山中湖YMCA

センター の準備委員会 於 東陽町YMCA オブザーバー

出席。10/21-22朝まで当方が出席する予定。(山田記) 

 

＜2016-2017年度 第1回 交流委員会＞ 

日時：2016年9月14日(水) 夕方から 

場所：垂水 炭旬 

出席者：井内委員長､高見､山田 

・2016-2017年度 第1回 交流委員会を開催。飲み会と

高見ﾜｲｽﾞシアトル行き壮行会兼ね。東京むかでプチDBC

交流の報告、12月のDBCナイト、翌日の交流プログラ

ム案について議論した。(山田記) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜大阪サウスクラブ公開例会出席報告＞ 

私の母クラブである大阪サウスクラブの公開例会に出席

してきました。50名を目指すと誘われたのですが、何と

メンバー含めて84名出席の大例会になりました。「奈良

には365の季節がある」と題して「The 世界遺産」、「情

熱大陸」の映像カメラマンの保山耕一さんのお話と映像を

見せていただきました。直腸癌で余命2カ月と宣告され

てからの「頼まれたり、お金になる写真」ではなく、「自

分の撮りたい映像のみを撮影し続けた」本当の意味でのプ

ロ写真家の映像でした。この日に入会式をしたばかりの新

入会員から90歳を超えるチャーターメンバーまで、素晴

らしい出席者と共に素晴らしい映像をしっかり拝見させて

もらいました。             （鈴木誠也） 

＜その他：お知らせ＞ 

1)「六甲部部会」11月12日（土）12時～19時 元町・

ラッセホール。メネットアワー12：30～13：45 

出席者は、山田書記がまとめています。 

2)今年のじゃがいは、台風の影響で高騰していますが、例

年のおいしい「とうや」の品質を守って販売します。10

月17日以降配達お願いします。配達の自動車手配も効率

的に行えるよう、検討しますので、ご相談ください。 

3)ベルマークの回収が進められています。今まで継続され

てきた使用済み切手と缶飲料のフルトップの回収も引き続

きお願いします。 

4)上半期のクラブ会費納入をお願いいたします。 

例会の時に会計まで、または「三井住友銀行須磨支店、普

通預金3749607神戸ポートワイズメンズクラブ会計小田

浩」宛て個人名で入金した上、会計宛に電話か、郵便でお

知らせ下さい。同時にYMCA維持会費もご確認下さい。 

5)西日本区より「西日本区報」が届いています。大野勉さ

んが次期理事としてデビューしています。よく読んで理解

を深めてください。 

 

 

 

1．幼稚園・保育園で運動会が開催されました。 

神戸YMCAちとせ幼稚園（9／17）、西神戸YMCA

幼稚園（9／24）、学園地域のYMCA保育園合同（10

／1）が開催されました。台風など天候不順なこの頃で

すが、それぞれ予定通りに屋外で行われ、保護者や地域

の方々と共に、笑顔と感動の涙があふれる会がもたれま

した。西宮地域の運動会は10／8の予定です。 

2．高等学院の卒業式が行われました。 

卒業式（9／24）が厳かに行われました。卒業式では

丹羽和子牧師から「恵みの日」と題したメッセージがあ

り、卒業生の新たな門出を祝いました。 

3．世界YWCA・YMCA合同祈祷週 

「leaving no one behind～誰も置き去りにしない」 

11／13（日）～19（土）です。11／15はYWCAと

の合同礼拝と講演会がYWCAチャペルで持たれます。 

4．YMCAセミナー「いま、そしてこれからのYMCA～ 

非常時のYMCAの活動から」（11／26） 

関田寛雄氏（日本基督教団神奈川教区巡回牧師・青山

学院大学名誉教授）と神保勝己氏（熊本YMCA）のメ

ッセージ、ジェフリー・メンセンディーク氏（関西学院

教員）を交えてのパネルディスカッションです。詳細は

各YMCAにあるチラシ、HPをご覧ください。 

 

神戸 YMCAマンスリーレポート 


