
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」 
９月強調月間 Menettes 

各クラブでメネット例会を企画し、国内プロジェクトへの理解を深めてください。ワイズは、家族でできるボランティア団体です。 
ファミリーでの活動を呼びかけ、広めましょう！            亀浦 尚子メネット事業主任(熊本にしクラブ） 

 
 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

食事代として各自 3,000 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。 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 345 号 

2016 年 9 月 

 ＜ 2016 年９月の聖句 ＞ 

＜あなたがたは地の塩である。だが、塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味が付けられよう。もはや、何の役にも立たず、

外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。（マタイによる福音書５章１３節）＞ 

   

8 月は 「Rio2016」のオリンピック・パラリンピックで毎晩寝不足が続いた。ブラジルは地球の裏側。時差が大きい。オリンピック

には、瞬時的にしろ「世界を一つにする力」がある。一方、キリスト教や教会はどうか。 主にある平和を願いつつ「一致」を祈るが、

世の人々はキリスト教の説く道を容易には受け入れはしない。その道は程遠い。それでも、教会は「地の塩、世の光」であろうとして、

十字架の主を仰ぎつつ、この世に仕える歩みを続ける。 Ｄ ボンヘｯファー（著名なドイツの神学者・牧師／ヒットラー政権下で地

下抵抗運動に参加し逮捕。１９４５年４月、３９歳で処刑）は言った。「教会は、世に仕える時にのみ、教会となる。」と。   この

言葉と教会の歩みを世の人々が受け入れるのには、時差が必要なのか？ いよいよ実りの秋に向かう季節である。 

                                               （Rev.Nishizawa） 

                                               （Rev.Nishizawa） 

 

                                                

              

 

            

＜９月第 1 例会＞ 

9 月は「Menettes」の月です。メネットの皆さんに 

呼びかけ、「ハンマーダルシマーの魅力」と題して 

共に心地よい素敵な時を過ごしたいと思います。 

 ヴィジター、ゲストもたくさんお見えです。 

 

          ＜記＞ 

日時：2016 年 9 月 8 日（木）19:00～ 

場所：グリーンヒルホテル神戸 

会費：3000 円 ドライバー：東恭子ワイズ 

開会点鐘：大野智恵会長 

聖句/祈祷：丹羽和子ワイズ 

会食 

卓話：「ハンマーダルシマーの魅力」稲岡大介氏 

諸連絡 

今月のうた 

閉会点鐘：大野智恵会長 

 

＜８月出席状況＞  出席率：72.７ % 

 (出席総数)16 /22 (在籍会員数) 

出席数：ワイズ 16（内メーキャップ5） 

コメット2､ゲスト0、ビジター0   計18名 

 

＜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 

＜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 

＜西日本区次期役員研修会＞ 

10 月 22 日(土)・23 日(日)新大阪ｸﾗｲﾄﾝﾎﾃﾙ 

＜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 

＜９月のお誕生者＞ 

該当者ありません 

＜2016年度のファンド・累計＞  
         8月       累計 

ニコニコ   0円    2,500円 

物品販売   0円   13,760円 

＜ベルマーク集計 累計＞  
9月 1612点    累計3298.6点 



  

会長メッセージ 

                                   大野 智恵 

「百聞は一見に如かず」 

8 月 4 日から 7 日の 4 日間、台北で開催された「ワイズメンズクラブ国際大会」に初めて参加しました。心

配しておりました超高齢の両親の対応は、介護保険制度と地域 NPO の活動のおかげで解決でき、貴重な経験が

できたことは有り難かったです。大会中、英語が飛び交う中で進められる会議や報告、いろいろな国の方々と

の交流から、このワイズメンズクラブが国際的な団体であることが再認識されました。今回分かったことは、

国は違っても各国のクラブが抱えている問題には、共通していることも多く、よりよいワイズの活動をどう広

めていくかという我が神戸ポートでも模索中の事柄でした。実際に参加してみないとわからない。自分の目で

見てこそ、それまでとは違う見方や関わり方ができるのではないかと実感しました。 

ワイズの活動において、EMC が国際的にも大きな課題です。友人・知人を例会にお誘いし、その方の目でワ

イズの雰囲気や活動に触れていただき、ワイズ・神戸ポートの良さを知っていただいたうえで仲間になってい

ただけたら嬉しいです。「奉仕・自己研鑽・交流」というワイズ活動の基本は大切にし、考え方の違いは認め合

って、気持ちよく活動していきましょう。 

 

 

＜８月第1例会報告＞ 

日時：2016年8月27日（土） 16:00～19:00 

場所：神戸真生塾 

出席：ワイズ11、コメット2、ゲスト・ビジター0、 

合計13名、ドライバー：郡美恵子・鈴木誠也ワイズ 

  

ポートクラブ設立1年目から続いている地域奉仕活動 

で、児童養護施設 神戸真生塾の子どもたちが夏休みの最

後に、みんなで作る夜店での買い物を体験し楽しむ納涼大

会に参加しました。たこ焼きとやきとうもろこしを調理販

売し、加えて食券購入と飲食による奉仕活動でした。例年

は舞台での歌や踊りが沢山演じられるのですが、今年は建

物の改修工事の為、園庭が使用できず館内で行われた為、

販売だけで、演奏活動は出来ませんでした。 

 ワイズメンバーは販売作業の他に子どもたちと仲良くな

って、出来るだけ食券を多く買って飲食することで奉仕す

ることが出来ました。当日は郡委員長リードの下、見事に

たこ焼き 153 食と焼きとうもろこし 49 食を販売し、当日

の材料経費はクラブ会計から支出し、売上げ代金全て

20,200円を真生塾に寄付することが出来ました。 

（鈴木 記） 

＜８月第2例会記録＞ 

日時：2016年8月25日（木）19:00～21;00 

場所：神戸市勤労会館408号室 

出席者：安倍､井内､大野智､大野勉､小田､郡､坂本､鈴木､東､

細見､水野､山崎､山田(13名) 

1）8月第1例会出席状況 

井上､大野智､大野勉､小田､郡､鈴木､高見､民谷､東､水野､ 

山田｡第1例会欠席者メーキャップ（安部､井内､坂本､細 

見､山崎 5名）出席率：(11＋5)÷22（在籍数）＝72.7％ 

2）今後の例会予定 

①9月第1例会 9月8日(木) 於グリーンヒルホテル神戸 

②9月第2例会 9月29日(木) 於神戸市勤労会館303号室 

③10月第1例会10月13日(木) 於三宮ターミナルホテル 

 検討：「余島について知る」 担当：水野､廣瀬献 

山本亮司(キャンプ長)と何方かご一緒(ボランティア) 

頂いて2名で話して頂く(現状と夢)｡坂本ﾜｲｽﾞからお願い  

する｡ 

④10月第2例会10月27日(木) 於神戸市勤労会館408 

⑤11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 

⑥11月第2例会11月24日（木） 於神戸市勤労会館 

3）今後のその他予定 

①シアトル交流50周年記念 9月17～22日 井上､大野勉､ 

高見､山崎､シアトルダウンタウンクラブと IBC交流 

もあり。 

②「WAPふれあいまつり」の参加 9月17日（土） 

トヨタハートフルプラザ､いっくんグッズの販売がある 

③六甲部交流ローンボウルズ大会 10月1日（土） 

9～17時北区ローンボウルズ場､できるだけ参加しよう 

④じゃがいもファンド 

台風の影響で仕入れ先は大丈夫だったが､大きな産地 

がダメージを受けているので値段が高騰する可能性 

がある。販売価格は1か月後までに郡ﾜｲｽﾞが見通して 

定め9月第2例会に確定する。 



  

⑤チャリティーラン 11月3日（木） しあわせの村 

⑥六甲部部会 11月12日(土)15～19時半 

於）ラッセホール｡ 各クラブの活動は､真生塾､オリン 

ピア､被災地支援コンサートを上げる。DBC交流も。 

⑦山本育海さん支援イベント11月19日（土）15～17時 

 須磨教会｡山本育海さんの講演､「くさぶえ」「ディン 

ドンリンガーズ」の演奏。 

⑧クリスマス例会 12月9日(金) ※むかでクラブとの交 

流の計画｡12/10(土)も交流するので大勢参加してほしい。 

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来年に入ってからの例会内容｡提案をもとにプログラ 

ム委員とともに検討する。 

②メネット事業 

③ちとせ幼稚園との交流 

④神戸ポートクラブのリーフレット作成について 

⑤チェンライクラブとの IBC 

⑥他クラブ例会等出席→部会予定について｡出席者はま 

とめて申し込むので山田まで。 

⑦東日本大震災復興支援チャリティーコンサート 

⑧じゃがいもファンド 

⑨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) 

 

＜ワイズメンズクラブ第72回国際大会開催される＞ 

 去る8月4日から7日までの4日間、台湾台北にて、総

勢約800名の参加（内日本から190名程、台湾から370名

程）で行われた。テーマは”LIVING IN HARMONY”、人

と自然、エコロジー、確信と伝統他、様々な相反する、又、

相反するような現象が同時存在する時代、それを認めた上

で、将来良い世界を作ろう…（困難は伴うが、実現不可能

なことはない）と、一同それぞれ誓った。 

 

大会では、再会を喜び、お互い元気な様子も判り、自然と

交流の輪も大きくなり、各所で、正に交流が拝見できた。

新しい交流（含 IBC）もあり、紹介もあった。 

 90 名程参加（日本から8名）のユースのレポートでは、

皆、溌剌とした元気な、そしてメッセージ決意発表があり、

頼もしく思った。又、今回の体験を自分のものだけにせず、

他の人にもシェアして欲しいと思った。すばらしい台北

YMCAの聖歌隊の合唱と演奏は、最終日の行事にふさわし

く、暑さも忘れさせる程のもの。感動させられた。 

  

会場となった圓山飯店(GRAND HOTEL) 

 国際大会に初めて参加したも者として、大勢の中で若干

不安もあったが、日本の参加者も含め、周りの人々と楽し

く元気に交流できたし、こういうことがすぐできるのも、

ワイズのいい点と実感した。 

 尚、2年後の2018年8月の大会は、韓国のYeosu(麗水)

であり、再会を願いながら大会は終了した。 

 神戸ポートからの参加者は、大野勉、大野智恵、高見、

山田、小田の5名。（小田記） 

＜DBC 東京むかでクラブ 8月特別例会＞ 

日時：2016年8月16日（火）18：30～20：30 

場所：東京YMCA野尻キャンプ 

出席：16名(内ポートからは大野勉、山田、高見の3名が出席） 

 

8/15（月）朝6時に須磨駅前を大野勉さんのクルマで出発。

京都めいぷるクラブの山川様を途中でPickUp、中央道経由で

長野へは12時頃到着。長野クラブの森本様と長野市内にて会

食後、野尻キャンプに到着。高原の涼しく心地良い気候の中、

まだらお温泉にも出掛けた。深夜までむかでクラブの皆様と

交流会がありゲストハウス内では勉さんによるギター演奏が

あった。その後キャビン内に場所を移し持参ライトのみの中、

白熱した議論が深夜まで続き印象深い前夜祭となった。 

8/16（火）朝から野尻湖 1 周約 15km のランに勉さんと高

見が参加。急勾配の連続と入り江を何度も回りこむため精神

的にも苦しい展開となりながら約 2 時間半かけて完走。ペー



  

スが速い勉さんは先着済。午後は妙高高原に出掛け、いもり池、

苗名滝、赤倉観光ホテルと巡り、天候にも恵まれ気温も涼しく

夏の美しい信越地方の高原風景が広がった。夜は東京むかで

クラブの 8 月特別例会がきつつきハウスで行われ、食事の準

備なども全員で手分けして行った。戦前から続く野尻学荘の

歴史について、学荘 OB の殖栗信夫様が、ゲストスピーカー

として講話された。 

 

赤倉より野尻湖を望む 

8/17（水）朝食後清掃を行い8時に解散となり野尻キャンプ

を出発。戸隠神社に参るが奥社に到達する頃には前日ランの

影響から筋肉痛で坂を登ることが難しく相当時間がかかって

しまった。戸隠そばを食べて11時頃出発。中央道経由で帰る

がお盆の時期と工事や事故が重なり各地で渋滞に巻き込まれ

ながら20時頃神戸に帰着した。       （高見記） 

 

＜その他：お知らせ＞ 

1）10月1日（土）9時～17時しあわせの村ローンボウル

ズ場。「六甲部交流ローンボウルズ大会」に参加しまし

ょう。青空の下で大いに元気に楽しみましょう。詳細は

廣瀬献児さんまで。   

2）じゃがいもファンドの時期になりました。台風の影響が

心配ですが詳細検討の上、9 月第 2 例会にて決定します

ので、販売先の予約を進めてください。配達の自動車手

配も効率的に行えるよう、検討します。 

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プ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。 

5）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、 

 みなさんには配信されますが、よく読んで理解を進めて

ください。 

 

 ＜理事通信9月号より＞ 

1）来年のアジア地域大会は、7月21日～23日タイの 

 チェンマイで開催されます。 皆様、スケジュールに記

入をして下さい。 

2）今年8月4日から、オーストラリアがアジアエリア編

入となりアジア・パシフィックエリアとなりました。  

3）8月28日の中部部会を皮切りに各部会が始まります。

部会参加は、クラブを超え、更には他部会参加の場合

は、部を超えて交流が拡がるワイズの醍醐味です。多

くの部会に参加される事 をお勧めいたします。ワイズ

ライフをエンジョイしましょう！！！ 

  

 

 

 

ひときわ暑い夏でしたが、私は 20 数年ぶりに余島へ  

キャンプに行きました。 

幼稚園余島キャンプ（8/27～29）は、東北に大きな被害

を出した台風 10 号が接近する中でしたが、余島では適度

な曇り空と過ごしやすい夜、海遊びの時には雲が切れて晴

天に。最終日は夜明け前から雷雨でしたが、帰神のために

船で余島を離れるタイミングで雨が上がるという、出来す

ぎの気象状況に恵まれました。 

年長児とはいえ幼児が余島（少年キャンプ場）で2泊す

るのはかなり挑戦的なプログラムなのですが、体調を崩す

子は一人も出ないという順調さでした。 

しかしその順調さと楽しさの裏には、100名を超える幼

稚園児、30名近い引率教諭を笑顔で迎え入れてくれた余島

のボランティアリーダーたちの働きがありました。 

シーズンの最後ですから疲れが溜まっていない筈がな

いのに、最終日の明け方5時頃には、激しい雨の中で中庭

の防水シートを張り直し、雨風で折れた木の枝をキャンプ

場の道から取り除き、ひたすらに働くリーダーたちの姿が

ありました。以前と変わらない余島でした。 

9月以降の行事をピックアップしてお知らせします。 

1．幼稚園・保育園の運動会 

それぞれ近隣の会場をお借りして行います。 

9/17（土）神戸YMCAちとせ幼稚園 

9/24（土）西神戸YMCA幼稚園 

10/1（土）学園都市3保育園ふれあい運動会 

10/8（土）西宮2保育園ふれあい運動会 

2．高等学院前期卒業式 

9/24（土）学園都市会館にて。 

3．全国YMCAリーダー研修会 

10/8（土）～10（月）余島にて。 

4．日本YMCA大会 

10/8（土）～10（月）東山荘にて。 

5．第35回チャリテーゴルフ 

10/12（水）宝塚クラッシックゴルフ倶楽部にて。 

上記以降、学園都市わいわい祭り、西宮カーニバル、

チャリティランと、恒例の行事が続きます。どうぞご予定

ください。 

神戸 YMCAマンスリーレポート 


