
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」 
８月強調月間 Youth  Activities 

ユースに国境を越えた友情を体験する機会を提供し、平和な世界を築きましょう。 
堤 弘雄 Ｙサ・ユース事業主任(熊本クラブ） 

 
 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

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. 

第 344 号 

2016 年 8 月 

 ＜ 2016 年８月の聖句 ＞ 

＜実にキリストはわたしたちの平和であります。二つのものを一つにし、御自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と

戒律ずくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは、双方を御自分において一人の新しい人に造り上げて平和を実現し、十字架

を通して、両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。（エフェソの信徒への手紙 2 章 14-16 節）＞ 

 

8 月、毎日の暑さは想像を超えている。と、同時に毎年の 8 月は、それらを凌駕するほどに全国各地で「熱い平和への祈り」が献げ

られる。1990 年の東西冷戦の壁が壊された時、人々は大きな希望を抱いた。しかし結果は、国家間の対立から民族や宗教の対立へと

より局部的に憎悪を増し加え、毎日のように世界各地で悲惨な事件のニュースを聞く。 

キリストの十字架は、一方では敵意を集中的に表現すると同時に、他方では二つのものの忠実な媒介者として敵意を滅ぼすところの

シンボルとなる。これが「和解の姿」。出口が見えない絶望的とも思える争いのただ中で教会は立ち、そして私たちは十字架を仰ぐ。 

                                               （Rev.Nishizawa） 

 

                                                

              

 

            

 

＜８月第 1 例会＞ 

8 月第 1 例会は、一昨年、昨年に引き続き、神戸真

生塾の納涼大会に奉仕活動参加します。ポートクラブ

チャーター時から続く地域奉仕活動で、児童養護施設

の子どもたちが夏休みの最後に、夜店の買い物を体験

し、歌や踊りを披露し合い、楽しむ夕べです。今年も

おいしいたこ焼き、焼きトウモロコシを作って一緒に

楽しみましょう。 

＜記＞ 

日時：2016 年 8 月 27 日（土）17:00～19:00 頃 

※16 時に集合してください。準備にあたります。 

場所：神戸市中央区中山手通 7 丁目 25-38 

   神戸真生塾 TEL078-341-5897 

内容 

・たこ焼き、焼きトウモロコシ販売、夜店参加 

・8 月のお誕生者お祝い 

 

＜７月出席状況＞   出席率：90.9 % 

 (出席総数) 20 /22 (在籍会員数) 

出席数：ワイズ 20（内メーキャップ1） 

メネット0､ゲスト2、ビジター4   計26名 

 

＜今後の予定＞  
＜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 408 室 

＜9 月第 1 例会＞ 

9 月 8 日(木)19:00～ グリーンヒルホテル神戸 

＜9 月第 2 例会＞ 

9 月 29 日(木) 19:00～ 神戸市勤労会館 303 室 ＜８月のお誕生者＞ 

20 日：西澤他喜衛ワイズ 30 日：廣瀬頼子ワイズ 

＜2016年度のファンド・累計＞  
          7月        累計 

ニコニコ 2,500円 2,500円 

物品販売   13,760 円 13,760 円 

 



  

会長メッセージ 

                                   大野 智恵 

暑い夏に想います。命をいただいて、一度きりの人生を歩む私たちは、それぞれに違った暮らしの中でも、

その人らしく幸せな時を過ごすことができたらいいのにと。恵まれた環境にいる人は、周りを見回し助けを求

めている人の力になってほしい。最低限、人を傷つけたり、人のものを奪ったりしないでほしい。毎日のよう

に世界のあちこちで起こる、悲しい無残な出来事を知るにつけ、心が痛みます。 

７月の例会で、須磨寺管長小池弘三氏は、他者のために両手を胸の前で静かに合わせて「祈る」姿は大変美

しいものであるというお話をしてくださいました。傷つかれた方々に心を寄せ、自分たちにできることは何か

を考えたいと思います。平和な世界の訪れを願い、少しでも社会に役立つ活動をしていきたいものです。 

 

＜7月第1例会報告＞ 

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六甲の間 

出席：ワイズ19、メネット0、ゲスト2、ビジター4、 

合計25名    ドライバー：山田滋己ワイズ 

・ゲスト・ビジター紹介 

 小池弘三須磨寺管長、長井慎吾六甲部部長、山藤哉EM 

C事業主任、久保田雅彦京都部EMC事業主査、小松氏 

・今期会長就任式 

 広瀬献児前会長から大野智恵新会長へバトンが引き継

がれました。 

 

・新入会員入会式 

 安倍ワイズ、高見ワイズ2名のメンバーが加わりました。 

  大野智恵会長から入会式辞の伝達～ワイズバッジ装着

～入会認定証の授与～入会の宣言が行われました。 

 
・長井慎吾六甲部長(西宮クラブ)より挨拶 

 部長主題である『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』を掲げ、メンバーを増や

し、他クラブ例会にも訪問していきたいとの決意を述べら

れました。 

・山崎ワイズよりマレーシア訪問(6/29～7/5)の報告 

 今年 3 月よりマレーシアに牧師として滞在している丹

羽ワイズを訪問してきた。8月で任務を終えるが、女性牧

師として評判が良く、｢また来て欲しい｣と要望されている

との事。 

・小田ワイズより会計報告 

・齋藤ワイズより復帰の挨拶 

 昨年度、脳梗塞を患い療養されていましたが、4月例会

より復帰されクラブ員一同元気な姿に安心しています。 

＜大本山須磨寺管長 小池弘三氏講話＞ 

小池管長には、

以前から講話を

依頼していまし

たが、今回キック

オフ例会の良き

日にスピーカー

としてご出席頂

くことができま

した。 

まず、自己紹介として福岡県の博多の近くで出生され、

8月23日生まれであることから、偶数月の23日生まれは

美男子が多く、奥様の名前が“小池百合子”であると笑い

を交えてのご挨拶から始まりました。 

若い頃は高野山や信貴山で修行され1981年のポートピ

ア開催の年に神戸に来られたそうです。 

色々と心に残るお話の中で「ありがとう、すみません、

おかげ様」と云う感謝の心を忘れず謙虚な気持ちを常日頃

から持つこと、第一印象は顔で判断されることから、いつ

も笑顔でいること、その為には健康が大事であり、いい出

会いの為には自分自身を高めていく必要があり、積極的に

行動に移していかねばならないとの言葉に、今後の人生を

生きる上での大いなる教訓を頂きました。（井内記） 

 

小池弘三管長からの丁寧な感謝のお手紙 



  

＜7月第2例会記録＞ 

日時：2016年7月28日（木）19時～    

場所：神戸市勤労会館3階303号室 

出席：井内、大野智、小田、坂本、佐野、鈴木、高見、 

細見、水野、山崎、10名  司会進行：水野雄二ﾜｲｽ  ゙

１）7月第1例会出席状況 

ワイズ19、メネット0､ゲスト2､ビジター4合計25名 

第 1 例会欠席者のうち本日細見さん出席に付きメーキ

ャップ成立、出席率：19+1÷(在籍数)22＝90.9％ 

２）新入会員研修について 

7 月 30 日（土）山田ﾜｲｽﾞが中心となり新入会員研修会を

実施。参加予定は井内、大野智、鈴木、高見、山田5名。 

３）六甲部第1回評議会について 

7 月 30 日（土）ラッセホールで開催。参加予定は井内、

井上、大野智、大野勉、鈴木、高見、廣瀬献、山崎、山田

の9名。 

４）国際大会について 

台北にて 8 月 4～7 日に開催。参加予定は小田、大野智、

大野勉、高見、山田の5名。 

５）東京むかでクラブ特別例会について 

8 月 15－17 日東京YMCA 野尻キャンプ場にて開催。参

加予定は大野勉、高見、山田の3名。 

６）8月第1例会（神戸真生塾納涼大会）について 

外装工事中のため、たこ焼きを焼く場所は昨年と同じだが

販売場所は本館で行う。食材の準備は大野智、郡の2名。

他メンバーは 16 時に集合。エプロンがあった方が良い。

来年以降については例会とは別日程で設けることが望ま

しいという意見が大勢を占めた。 

７）9月第1例会について 

稲岡大介氏によるハンマーダルシマーの演奏と講話を予

定。楽器演奏があるため会場はグリーンヒルホテル神戸と

なり会費は 1 人あたり 3,240 円であるが 240 円をクラブ

会計から拠出し、参加費を3,000円とすることに全員一致

の賛同があった。 

８）シアトル交流50周年記念について 

参加予定は井上、大野勉、高見、山崎の4名。シアトルク

ラブとの IBC交流予定で調整中。 

９）WAPふれあいまつりについて 

9 月 17 日（土） トヨタハートフルプラザで開催。出店

数が増えてきたため当クラブの出店はないが、買い物に参

加していただけるだけでも楽しめる内容である。WAPス

タッフ1名の当クラブ入会予定がある。 

１０）9月第2例会について 

第4木曜が祝日のため9月29日（木）の開催とする。 

１１）六甲部会について 

11月12日（土）に開催される六甲部会では、各クラブの

活動内容を発表することとなり、当クラブは大野智恵会長

が発表することに全員一致で賛同した。 

１２）実行委員会結成について 

山本育海さんの支援イベントおよび震災復興支援チャリ

ティーコンサートが行われる予定があるが、これらの内容

についてはプログラム委員を中心とした実行委員会を作

り、今後調整を進めて行くことを確認した。 

１３）クリスマス例会について 

東京むかでクラブとの交流を考慮し、12 月 9 日（金）

に開催することとなった。 

１４）西日本区事業目標に対する献金について 

今年度は従来通り1人5,000円の徴収とし、不足分はクラ

ブ会計から充当することで一致した。献金およびファンド

のあり方については今後の課題とすることを確認した。 

１５）リーフレット作成について 

他クラブのリーフレットを集め、情報収集をすることとし

た。 

１６）名刺について 

当クラブとして統一したものである必要はなく、各自作成

したもので対応することを確認した。 

１７）ブリテン8月号 

7 月 31 日（日）原稿締切 8 月 8 日（月）発行・印刷・

郵送 

１８）ベルマーク7月集計 

1686.6点 （WAPによる） 

 

丹羽和子ワイズを訪ねて 

去る 6 月 29 日～7

月 5 日マレーシア

のクアラルンプー

ルにわがクラブメ

ンバーの丹羽さん

を名古屋クラブの

西村清ワイズと共

に訪ねました。 

KLJCF（クアラル

ンプール日本人キリスト者集会）では、元神戸 Y スタッ

フの諸江修さんが中心となってその教会を守っておられ、

丹羽さんはその牧会をこの8月末まで応援されています。

去る 7 月 3 日は、牧師である西村ワイズが説教を、続く

聖餐式を私が担当し、良い礼拝が出来ました。丹羽ワイズ

は教会員の方々に慕われ、良い働きをされていました。 

私たちは今回初めてクアラルンプールYMCAのホステル

に泊まりましたが、中央駅の真ん前の1等地で便利な所で

す。（山崎往夫） 

 



  

＜第1回六甲部評議会＞ 

日時：2016年7月30日(土) 15時～17時30分    

場所：ラッセホール 

2016-2017 年度の六甲部 第 1 回評議会が開催され､当ク

ラブからは井内､井上､大野(智)､大野(勉)､鈴木､高見､廣瀬

(献)､山崎､山田の 9 名が出席した｡進藤部長からの昨年度

の活動報告と会計報告(監査報告を直前監事 山田から)､

当年度の長井六甲部部長および主査の活動方針､計画が発

表され承認された｡また各クラブ会長の活動方針､計画も

共有でき､次期西日本区理事(大野(勉)ﾜｲｽﾞ)からの報告も

実施した｡長井部長の方針である､8 クラブの相互交流充

実によりメンバー増強へ繋げて行きたい｡(山田 記) 

  

来賓挨拶 神戸YMCA   右から順に廣瀬(献)直前会長 

井上総主事(当クラブ)   大野(智)会長､井内副会長 

＜第1回西日本区役員会＞ 

 

第1回西日本区役員会が、7月16日(土)・17日(日)の2

日間、クライトンホテル新大阪にて開催されました。 

特筆すべきは、「ワイズ将来構想特別委員会」が設置され

ることです。衰退の一途をたどる現状に一石を投じるもの

です。次に、来年6月の西日本区大会第1日目の会場が

震災のため復旧のめどがたたず、菊池市文化会館で行われ

ます。懇親会、第2日は、ホテル日航熊本です。 

大野ベンは、協議案として、「防災特別委員会の立ち上げ

る件」を提出し、役員会での賛同を得ました。今後、立ち

上げに向けて、進めて参ります。（大野記） 

＜その他：お知らせ＞ 

＊上半期のクラブ会費納入をお願いいたします。 

 例会の時会計まで、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」あて

に個人名で入金した上で会計宛電話か郵送でお知らせくださ

い。同時にYMCA維持会費もご確認ください。 

＊P.1出席状況報告他では長年メイクアップと、使ってき

ましたが、改めて西日本区定款施行細則に合わせてメー

キャップと統一することにいたします。 

＊ファンド累計報告では、ニコニコは例会時における出席

者による感謝献金を、物品販売は例会を含め部や区での

集会、バザー等での物品販売収益を累計してファンドと

してクラブ会計へ入金しています。 

＊西日本区・六甲部より理事通信、事業主任通信、部長・

事業主査よりの通信は、基本的に会長宛に届きますので、

みなさんには配信しますので、共有して下さい。 

  

 

  

1. 熊本地震救援活動 

地震発生以来、熊本YMCA・日本YMCA同盟と連

携しながらスタッフ・保育士合わせて17名を現地に

派遣してきました、また六甲部の協力によりユース

によるワークキャンプを3回実施し、7／19に報告

会ももたれました。今後も継続して支援して行きま

す。 

2. 3法人運営会議と職員研修 

3法人運営会議は6／21、22の2日間「公益財団法

人の財政基盤の健全化」をテーマに、魚住秀雄さん

（公財評議員）の発題も受けて集中討議を行いまし

た。 

職員研修は6／28－29、六甲山YMCAに1泊して行

いました。開会礼拝では川崎孝子さん（公財理事）

に奨励していただき、神戸YMCA中期計画に関する

各部の取組状況を共有しました。 

3. サマープログラムスタート 

余島ではサントリーとの協働で2007年から始まっ

た「余島プロジェクト」が進められています。カヌ

ートリップキャンプでは、小豆島半周（約50km）

を達成しました。 

4. シアトル海外研修 

ファミリーウエルネスセンターの大田靖之が、6／30

～7／9、シアトルYMCAで研修を行いました。シア

トルYMCA13ブランチのうち11箇所を訪問し、ブ

ランディングで先行している北米YMCAの動きを

学んできました。 

以上 

 

 

神戸 YMCAマンスリーレポート 


