
  

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」 
７月強調月間 Kick-off & EMC-MC 

ＭＣは新会員増強と意識高揚を図ること。楽しく充実した例会運営を図り、 
メンバー間の親睦を深め魅力あるクラブ作りを目指しましょう！ 

山藤 哉ＥＭＣ事業主任(京都グローバルクラブ） 

 
 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

食事代として各自 2,000 円ご負担頂きます｡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。 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

2016―2017 年度クラブ役員 

【会長】大野智恵【副会長】井内朋博､水野雄二【書記】山田滋己､鈴木誠也､齋藤勲【会計】丹羽和子､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 神戸市中央区北野町 1-1 

新神戸ｵﾘｴﾝﾀﾙｱﾍﾞﾆｭｰ 2F 

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. 

 ＜ 2016 年 7 月の聖句 ＞ 

＜イエスは言われた。『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。』これが最も重要な第一の

掟である。第二も、これと同じように重要である。『隣人を自分のように愛しなさい。』律法全体と預言者は、この二つの掟に基づい

ている。（マタイ福音書 22 章 37－40）＞      ６月の最後の日曜日（教会では主日礼拝を守る日）に、私の牧会する教会では

「音楽礼拝」を行った。主イエスの生涯をマルコ福音書からの朗読、聖歌隊の合唱、ハンドベルによる演奏、会衆一同の賛美などによ

り、私たちの教会の音楽を通しての 「信仰告白」であった。ワイズの例会等の活動に参加して、多岐に亘り他者を支える諸活動が進

められていることに感謝する。そこで、何事にも「動と静」があるように、活動を支える精神をどこに据えているかについて考えたい。

ＹＭＣＡのＣに戻って、改めてＣの大切さを痛感する。活動の水平軸を進めていくとき、どの方向にどのベクトルを何によって決める

かは座標軸に因らねばならない。それは垂直軸とも呼ぶべき、神の声を聞くことであろう。       （Rev.Nishizawa） 
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第 343 号 

2016 年７月 

＜７月第 1 例会＞ 

六甲部長の公式訪問、入会式、須磨寺管長小池弘三

氏の卓話、と新年度キックオフ例会にふさわしい豊か

な内容です。 

＜記＞ 

日時：2016 年 7 月 14 日（木）19:00～21:00 

場所：三宮ターミナルホテル 4 階 六甲の間 

会費：2,000 円  ドライバー：山田滋己ワイズ 

内容 

・開会点鐘：大野智恵会長・聖句/祈祷：西澤他喜衛ﾜｲｽﾞ 

・会長就任式：山崎往夫監事 

・入会式：大野智恵会長（新入会者：安倍広隆氏、高見宏氏） 

・六甲部長公式訪問挨拶：長井慎吾六甲部長(西宮) 

会食・懇談 

卓話「心の豊かさと人の幸せ」須磨寺管長小池弘三氏 

7 月のお誕生者お祝い/連絡/今月のうた 

閉会点鐘：大野智恵会長 

 

＜６月出席状況＞   出席率：80.0 % 

 (出席総数) 16 /20 (在籍会員数) 

出席数：ワイズ 16 （内メイクアップ4） 

メネット0､ゲスト2、ビジター0   計20名 

 

＜今後の予定＞  
＜7 月第 1 例会＞      

7 月 14 日(木)19：00～ 三宮ターミナルホテル 

＜7 月第 2 例会＞    

7 月 28 日(木)19：00～ 神戸市勤労会館 303 室 

＜六甲部第 1 回評議会＞   

7 月 30 日(土) 15:00～ ラッセホール  

＜国際大会＞   

8 月４～７日  台北  

＜8 月第 1 例会＞    

8 月 27 日(土)16：00～神戸真生塾「納涼大会」 

＜8 月第 2 例会＞ 

8 月 25 日(木)19:00～ 神戸市勤労会館 

＜７月のお誕生者＞ 

1 日：山崎往夫ワイズ  2 日：廣瀬献児ワイズ 

 

＜2015年度のファンド・累計＞  
          6月        累計 

ニコニコ 0 円 35,000円 

物品販売   13,760 円 42,445 円 

 



  

会長メッセージ 

                                   大野 智恵 

いよいよ新しい年度が始まります。「一寸先は闇」という諺がありますが、それ以上に「一歩前に光」

を実感しています。少し前は、ワイズは単にお手伝いする存在でしたが、メネット事業主査を務めさせて

いただく中で新たなご縁があり、その活動を通して私の気持ちに変化が生じました。正会員になって、ワ

イズの活動に主体的に関わりたいと思えるようになったのです。 

 これまでより時間的な余裕が生まれ、何でもやってみたいという性分から、走りすぎないように気をつ

けなながら、今までとは違う世界を見て新しいことができるということは、心躍り楽しいことです。 

 この度は、まだワイズ歴 3 年にも満たない中での会長職ですが、貴重な機会をいただいたと思っており

ます。嬉しいことに新しい仲間も増え、神戸ポートクラブが益々発展していく予感がします。皆さんの温

かなお支えのもと、この一年充実した活動ができますよう、励みたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜7月のスピーカー＞ 

＊大本山須磨寺管長 小池弘三氏 

 一絃須磨琴保存会会長、須磨観光協会会長、 

須磨区社会福祉協議会理事長を兼任。 

昭和56年須磨寺入寺、平成8年須磨寺管長就任。 

趣味は、歌、球技スポーツ、演劇、

古典芸能鑑賞。 

須磨、須磨寺の歴史、心の豊かさや

人の幸せについて、地域とのつなが

りについてお話をしていただきます。 

 

＜6月 第1例会報告＞ 

日時：2016年6月9日（木）19時～ 

場所：三宮ターミナルホテル六甲の間 

出席：ﾜｲｽﾞ 12，ﾒﾈｯﾄ 0，ｹﾞｽﾄ 2、ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 合計14名、 

廣瀬会長から本年度の評価報告があり、 

大野智恵次期会長から次期方針活動計画、役割分担につい

て話された後、質疑応答によって理解を深めた。 

<2015-2016年度の振返り> 廣瀬会長 

 森直前会長の"チャレンジでチェンジを"を継承すること、

ユースと楽しむことの2点を方針にあげていた。希少難病

患者支援、東日本大震災支援の事業を単年度で終わらず続

けて出来たことはすばらしかった。その結果、高見さん、

安倍さんという 2 名のメンバーが新しく入会頂けること

に繋がったと考えている。 

反省としては、自身が体調を崩したこと、また特に三宮

会館の改築もあり、あまりユースとの交流ができなかった

ことであった。次年度には新会館ができ交流機会が増える

事を願っている。それと退会者があり、クラブの活動に対

して違和感があったことに対してケアできなかったこと。

これらの点の対策については次期会長に託したい。 

 

 ＜2017-2017年度神戸ポートクラブ活動方針・計画＞ 

○活動方針 

・豊かで魅力的な活動を楽しみながら、積極的に入会者 

を増やす。 

・互いのちがいを尊重し合い、気持ちよくワイズ活動が

できるよう、支え助け合う。 

○活動計画 

① 例会・活動の充実（EMC） 

 ・魅力的な内容の例会を実施して、友人知人を積極的 

に誘い、ワイズの良さを広める。 

 ・YMCAとの協働、さらにベルマーク運動を通して 

被災地の学校を支援する。 

② YMCA支援（Yサ・ユース） 

 ・チャリティーラン、YYフォーラムでの協働、さら 

に、ちとせ幼稚園との交流を図る。 

③ 地域奉仕活動の継続と発展 

  ・神戸真生塾、オリンピア、WAP への支援、協働。

さらに、希少難病患者支援に継続して取り組む。 

④ 交流事業の充実 

 ・DBC東京むかでクラブとの定期的な交流に、多く 

のメンバーが関わる。IBC交流も推進する。 

⑤ ファンド 

 ・豊かなワイズ活動を実施するための助けとなるよう、 

全メンバーが協力して販売活動にあたる。（三方よし） 

⑥ 広報活動 

 ・ブリテン､HPの充実。リーフレットの作成。 

＜クラブ内役割分担表 2016-2017年度＞ 

会長 大野智恵 

副会長 井内朋博、水野雄二 

書記 山田滋己、鈴木誠也、齊藤勲 

会計 丹羽和子、小田浩 

チャプレン 西澤他喜衛 

監事 山崎往夫 

直前会長 廣瀬献児 

連絡主事 坂本庸秀 



  

Yサ･ユース 
廣瀬頼子、井上真二、大野勉 

安倍広隆 

地域奉仕 郡美恵子、民谷清 

EMC 水野雄二、井上真二 

ファンド 郡美恵子、小田浩 

交流 井内朋博、山田滋己、高見宏 

広報・ﾌﾞﾘﾃﾝ 大野勉、細見俊雄 

候補う・HP 細見俊雄、民谷清 

プログラム 佐野睦、山崎往夫 

メネット連絡 東恭子 

メール委員 大野智恵 

次期理事 大野勉 

次期理事事務局長 山田滋己 

④ その他 

  ・2018/6/8(金)-10 (日)大野理事期の西日本区大会の日

程をメモし、予定を開けておくこと。 

  ・新入会員オリエンテーションを7/30(土)の六甲部 第

1 回 評議会の前の時間帯に実施することで再調整す

ることとした。 

＜6月第2例会記録＞ 

日時：2016年6月23日（木）19時～    

場所：神戸市勤労会館４階408号室 

出席：大野智、大野勉、小田、坂本、鈴木、水野、山崎、

山田、8名  司会進行：水野雄二ﾜｲｽﾞ      

１）六甲部第3回評議会6月18日（土） 

ユースプラザKOBE・EAST、ポートクラブより 

6名出席 

２）東京むかでクラブ特別例会:8月15－17日、 

東京YMCA野尻キャンプ場：参加者募集中 

３）2016-2017年度六甲部第1回評議会 

7月30日（土）15:00～ラッセホール出席者確認。 

４）熊本地震支援活動について 

  クラブとしては西日本区へ5万円送金し、直接的支援

として、5 万円(大野・山田両ﾜｲｽﾞによる「喫茶こう

べ」)拠出。更に神戸YMCAより「熊本地震緊急支援

金」の要請が来ている。→6万円拠出する。 

５）次期会長大野智恵ﾜｲｽﾞによる､クラブ方針・活動計画、 

役割分担（＊別に掲載）について：承認。 

６）小田会計より決算、及び予算案、提案。7月第1例会

で承認を得る。 

  今後のブリテン発行について。 

７）大野勉次々期理事へのクラブ支援について  

次期理事期(2016-2017年度)は、30万円支援 

８）台北国際大会申し込みは小田、大野勉、大野智恵、 

山田、高見5名 

＜第19回西日本区大会＞ 

 大阪泉北クラブ遠藤通寛理事期の区大会が、下記日程で

開催された。天気が危ぶまれたものの、降雨はごくわずか

で、天気にも恵まれ、753名の参加者で盛会のうちに閉幕

した。 

 6月24日（金）前夜祭 於ホテルニューオータニ2階 

 6月25日（土） 

午前：役員会、準備役員会、代議員会、元理事懇談会、

メネットアワー 於ツイン21MIDタワー4階 

午後：大会第1日  於松下 IMPホール 

   懇親会    於ホテルニューオータニ２階 

 6月26日（日）大会第2日 於松下 IMPホール 

 神戸ポートクラブからは、廣瀬献児会長、大野智恵、 

大野勉、小田浩、鈴木誠也、山田滋己各ﾜｲｽﾞ 6名の参加。 

開会式では、ひときわ大柄な廣瀬会長が、クラブバナーを

高々と掲げた。各事業表彰では、多くの賞を受賞した。 

① Yサ・ユース献金優秀クラブ賞 

② BF100％達成クラブ賞 

③ BF優秀クラブ賞（第10位） 

④ YES献金100％達成クラブ賞 

⑤ EMCパートナー賞（大野、山崎、鈴木の3名） 

 

 

 

←クラブバナーを高

く掲げる廣瀬会長 

 

 

懇親会場にて6名の笑顔  （記録：大野） 

＜ベルマーク活動いよいよ開始！＞ 

ベルマークを集めて被災地の学校を支援する取り組み

を、7月から下記のように行います。 

集める：各自「ベルマーク一覧表」をもとに積極的にベル

マークを集める。 

※小さなマークは扱いやすいように周りに少し余裕をも

って切る。 

回 収：集めたマークを例会等に持参する。 

（回収したものは、大野智恵がWAPへ届ける） 

整理と計算：ＷＡＰでベルマーク協賛会社ごとに集計。 

毎月、合計の点数をブリテンに掲載する。 

送 る：2017年6月末に、一年分をまとめてベルマーク

財団に送る。 

報 告：わかる範囲で、協力したものがどのように活用さ



  

れたか共有する。 

神戸クラブメネット会が、協力を申し出て下さいました。

感謝の気持ちをもって、今年度は、この流れで取り組んで

みましょう！（大野智恵） 

 

＜六甲部 第3回評議会＞ 

日時：2016年6月18日（土）16～18時 

場所：ユースプラザ KOBE･EAST 

出席：六甲部から 47/145 名 構成員の 1/3 の出席(当クラ

ブからは7名が出席) 

議案は次々期部長選出についてであった。さんだクラブか

らの輩出が難しい旨が承認され、神戸学園都市クラブ杉本

ﾜｲｽﾞが選出され決定した。次はまた神戸西､さんだの順に

輪番を厳守することも確認された｡(山田記) 

 

＜DBC 東京むかでクラブ 下田会議＞ 

日時：2016年7月2日（土）13～17時 

場所：東京YMCA 東陽町 社会体育保育専門学校 

出席：16名(うち当クラブからは高見､山田2名が出席) 

例年と同様､東京むかでクラブの2016-2017年度期の計画

を審議する下田会議に出席した｡60 頁の計画資料を基に､

計画について議論した｡シニアキャンプ､津波の教え石支

援、川口こども食堂支援

等の主要な取組みについ

ても課題を共有できた｡

当クラブも見習って歴代

受継いでいける資料を作

成していくことにしたい｡

(山田記) 

 

＜東日本区大会＞ 

6月4日(土)・5日(日)第19回東日本区大会が長野にて、

長野クラブのホストにより開催されました。長野クラブは

12 名のメンバーという小クラブ。それでも、長野の地の

利を十分に生かされ、すばらしい大会を運営されました。 

山田ﾜｲｽﾞと大野が参加しました。 

大野は、4日当日学校行事を終えての夜からの参加でした。 

歌の仲間との再

会のため、高速を

適当に飛ばして

午後8時40分に

会場に到着。フェ

ローシップアワ

ーで念願の歌を

歌うことができ

ました。 

＜熊本地震復興支援＞ 

6 月 10 日(金)の夜、神戸を出発し、11 日(土)は益城町、

12日(日)は御船町へ「喫茶こうべ」出前してまいりました。 

益城町では、3月の例会でスピーチいただいた大阪YMCA

の秋田正人さんが10日間支援にあたられていました。 

今回も、岩本次期理事とともに活動することができました。 

夜は、ご自宅にも泊めていただきました。21 年前の神戸

のことを思うと、長期的に支援をしていくことは明らかで

す。みなさん、またご一緒しましょう。 (大野ベン) 

 

益城町総合体育館にて   御船町スポーツセンターにて 

＜その他：お知らせ＞ 

①北京都フロンティアワイズメンズクラブ設立、チャータ

ーナイトは9月11日の京都部部会の中で行われます。 

② 西中国部呉クラブ創立25周年記念例会が7月23日

（土）広島YMCAで開催されます。 

③ 2017年2月4日日(土)～5日(日)東山荘にて久しぶり

に東西日本区交流会が開催されます。ご予定ください。 

 

 

 

神戸YMCAでは各部署で夏のプログラム準備が進んで

います。キャンプ、水泳・鉄棒とび箱、国際交流など、更

には職員の派遣研修も予定されています。 

1. 熊本地震救援活動 

これまでに派遣したスタッフは延べ14名69日間、募

金は2,878,291円（何れも6/30現在）、これまでに2

回開催された現地ワークキャンプにリーダーと学生5

名が参加しました。今後も様々な救援活動が予定され

ています。 

2. 日本YMCA同盟の役割 

中道基夫会長、廣瀬献児さん、井上真二総主事が、同

盟代議員に選任されました。また同盟常議員に中道基

夫会長、廣瀬頼子さんが選任されています。（何れも

2016年7月から2年任期） 

3. 全国YMCAブランディング広報戦略タスク 

イメージ調査を経て新しい段階に入っているブランデ

ィングは、同盟協議会でブランディングコンセプトが

発表されています。神戸YMCAの担当は引き続き坂

本孝司に加え、山田浩介が指名されました。 
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