
Y's for future!” 

  

 

 

 

神戸ポートクラブ会長(CP)大野智恵『「ﾜｲｽﾞ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” 「ﾜｲｽﾞ運動を尊重しよう」 

西日本区理事(RD) 岩本 悟(熊本にし)「ﾜｲｽﾞ魂で 更なるﾜｲｽﾞの活性化を！」“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」 

1月強調月間 IBC・DBC 

新しいﾜｲｽﾞの世界を求めて IBC/DBC のお見合いをしましょう｡積極的なアプローチから広がる世界の仲間との親睦の輪､和､話！ 

            森田 美都子 西日本区国際・交流事業主任(京都パレスクラブ） 

 
 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

食事代として 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｡ 
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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 349 号 

2017 年 1 月 

＜ 2017 年 1 月の聖句 ＞ 

「神は､その独り子をお与えになったほどに､世を愛された｡独り子を信じる者が一人も滅びないで､永遠の

命を得るためである｡」＜ヨハネによる福音書 3：16＞ 

 2017 の新しい年を迎えた｡昨年の 12 月 25 日は世界中の教会がクリスマスを祝った｡クリスマスは終えた

けれども 1 月 6 日の公現日までクリスマスは続き､更にキリスト教の中心的教えは春のイースターへと続く

ことを踏まえ､改めてクリスマスを考えたい｡ 

 もし､「イエスの誕生」が無かったなら､新約聖書も教会も､讃美歌も生まれることは無かった｡「十字架

の死と贖罪（罪の赦し）」も無かったし､「復活の命」も無かった｡そして何よりも､「神の愛」と「正義と

平和」が何であるか､その絶対的な基準も無かったであろう｡教会の塔の上の十字架は､このイエス・キリス

トの存在を世に伝える使命を帯びている印（旗印／道標）でもある｡私たちが社会の闇に輝く光となるよう

にと､聖書は告げている｡イエスの誕生は復活へと繋がっていく｡          （Rev.Nishizawa） 

    （Rev.Nishizawa） 

 

＜1 月第 1 例会＞ 

2017 年の元旦は､穏やかな初日の出と共に明けました｡

「一年の計は元旦にあり」皆様の願いを一つにして､神

戸ポートクラブの 1 年が始まります｡ 

          ＜記＞ 

日時：2017 年 1 月 12 日（木）19:00~21:00 

場所：三宮ターミナルホテル 六甲の間 

ドライバー（担当）：佐野ﾜｲｽﾞ､細見ﾜｲｽﾞ 

開会点鐘：大野智恵会長 

聖句/祈祷：西澤他喜衛ﾜｲｽﾞ 

入会式：岡田英之さん､橋本有加さん 

会食・卓話：「みんなのものが一つとなるため」 

   スピーカー：小山哲夫ﾜｲｽﾞ（熊本阿蘇クラブ） 

諸連絡､今月のうた「手のひらを太陽に」 

閉会点鐘：大野智恵会長 

＜12月出席状況＞  出席率：72.7％ 

 (出席総数)16/22 (在籍会員数) 

出席数：ﾜｲｽﾞ16（内メーキャップ4） 

メネット1､ゲスト2､ビジター7   計22名 

 

＜1 月第 1 例会＞ 
1 月 12 日(木)19:00〜三ノ宮ターミナルホテル 
＜1 月第 2 例会＞ 
1 月 26 日（木）19:00～神戸市勤労会館 408 室 
切手切りを行います｡ハサミを持参ください｡ 
＜YY フォーラム＞ 
1 月 28 日(土)13:00～神戸栄光教会 
＜2 月第 1 例会＞ 
2 月 9 日(木)19:00～神戸市勤労会館 407 室 
＜2 月第 2 例会＞ 
2 月 23 日（木）19:00〜神戸市勤労会館 408 室 

＜1 月のお誕生者＞ 

1 日：鈴木誠也ﾜｲｽﾞ   11 日：小田 浩ﾜｲｽﾞ   

16 日：佐野 睦ﾜｲｽﾞ    17 日：石坂和子特別ﾒﾈｯﾄ 

＜2016年度のファンド・累計＞  
         12月        累計 

ニコニコ 11,250円 25,750円 

物品販売 3,300円 24,450円 

＜ベルマーク集計 累計＞  
12月  602.1点    累計11633点 

 



  

会長メッセージ 

                                   大野 智恵 

 新年明けましておめでとうございます｡本年もどうぞよろしくお願いいたします｡ 

 年末のある朝､「山の上でモーニング」という誘いにのって､張り切って

身支度を整え我が家を出発｡早朝登山､ラジオ体操からの帰りのシニア層

の方々とすれ違い挨拶を交わす｡登山道の溝の落ち葉を掃除しておられる

方や掃除用具を担いで楽しげに談笑しながら歩いておられる方の姿もあ

り､新しい世界を垣間見た気がした｡ 

 学生の頃､受験勉強の息抜きに歩いた道を懐かしく思い出し､その時よ

りはやはり足は重くなっていたが､山の中をゆっくりと歩くと気持ちが良

かった｡                                                              須磨高倉山からの初日の出 

 目的地に着いて眺める景色は素晴らしく､朝食前にかなり満たされた気分になった｡やはり､健康であれ

ばこそと､そのありがたみを実感した｡ 

 しかし､最近油断して膝を痛めてしまったこともあり､そろそろ本気で体のケアを考えなければいけない

とも思っている｡「誰も自分の代わりに歩いてくれないからね｡」と､知り合いの高齢のご婦人が､2 本のポ

ールを使いながらリハビリに励んでおられたのを思い出す｡幾つになっても努力し続ける姿は素晴らしい｡ 

 2017 年は､筋肉を貯める「貯筋」の年にしたいと思う｡ 

 

＜1月第1例会スピーカー＞ 小山 哲夫氏 

1948年近江八幡生まれ｡幼児よりYMCAメンバー｡ 

近江兄弟社学園幼・小・中・高で学ぶ｡ 

横浜関東学院大学YMCAを経て､ 

1972年熊本YMCA奉職｡ 

1977年米国YMCA研修 

1978年日本YMCA同盟国際部出向 

宮崎幸雄さんの薫陶を受ける｡ 

現在､日本YMCA同盟学生部コーディネータ｡ 

熊本家裁調停員｡YMCA歌声広場わいわい世話人｡  

＜12月第1例会：クリスマス例会＞ 

出席：安倍､井内､大野智恵､郡､鈴木､高見､民谷､丹羽､廣瀬

頼子､水野､山崎､山田､石坂（神戸ポート13名） 

ビジター：高津夫妻､神保ﾜｲｽﾞ､伊丹ﾜｲｽ（゙東京むかで4名）

羽太ﾜｲｽﾞ､桑野ﾜｲｽ（゙芦屋2名）､山川ﾜｲｽ（゙京都めいぷる） 

ゲスト：山本智子さん､葭江弘明さん（FOP） 

第1部：特別養護老人ホームでの礼拝＆祝会  

特別養護老人ホームオリンピア開設当初（1996年）より継

続している「クリスマス会」が和やかに開催された｡ 

 

  混声合唱団くさぶえ    あいさつをする郡ﾜｲｽ  ゙

第 2 部：グリーンヒルホテル神戸にて祝会（DBC 交流ナ

イト） 

「一人一芸」を持参して､皆さんに披露した｡ 

ギター、マリアハープ、オートハープ、ハーモニカ、トー

ンチャイム、鍵盤ハーモニカ等、様々な楽器が登場。 

  

＜東京むかでクラブとのDBC交流 12/9 & 12/10＞ 

(1)12/9（金）クリスマス例会後､三ノ宮駅北側のバー・ロー

ハイドへ移動し交流会 2 次会を実施｡東京むかでクラブか

らは神保ﾜｲｽﾞと高津ﾜｲｽﾞ､京都メイプルクラブから山川ﾜｲ

ｽﾞが参加｡当クラブからは12月例会ドライバー民谷ﾜｲｽﾞを

はじめ､郡ﾜｲｽﾞと山田ﾜｲｽﾞ､交流委員長の井内ﾜｲｽﾞと高見の

8名での開催となった｡ 

(2)翌 12/10（土）は佐野ﾜｲｽﾞ所有・運航によるクルーザー

にて神戸苅藻マリーナから芦屋マリーナまでのクルージン

グ交流会｡東京むかでクラブ

からは高津ﾜｲｽﾞ夫妻､神保ﾜｲ

ｽﾞ､伊丹ﾜｲｽﾞの 4名､当クラブ

からは大野智恵会長､佐野ﾜｲ

ｽﾞ､山田ﾜｲｽﾞ､高見の4名が参

加｡当日は天候にも恵まれ､船

上から眺める六甲山と神戸港

の非日常的な景色に歓声があ

がった｡芦屋マリーナでのラ

ンチ交流会も素晴らしく佐野



  

キャプテンのおかげで大変充実した思い出深い交流会とな

った｡（高見記） 

 

＜12月第2例会記録＞ 

日時：2016年12月22日(木) 19：00～ 21：00 

場所：神戸市勤労会館4083室 

出席者：井内､井上、大野智､大野勉(進行)､郡､鈴木､坂本､  

丹羽､山崎、山田(記録) 計10名 

(1)12月第1例会出席 

メンバ：安倍､井内､大野智､郡､鈴木､高見､民谷､丹羽､廣瀬

頼､水野､山崎､山田､石坂(特別メネット) 計13名 

( 欠席：井上､大野勉､小田､斎藤､佐野､坂本､西澤､

東､廣瀬献､細見 計10名 ) 

ゲスト：2名(うち招待者1名)､ビジタ:7名 

出席率：12名＋メーキャップ4名(井上､大野勉､佐野､坂

本(次期理事研修､DBC交流､第2例会) 

=16名÷在籍数22名＝72.7％ 

(2)12月活動報告 

① チャリティーラン評価会 12/ 2(金) 於 神戸 YMCA､大

野勉。小学生の参加が減った(音楽会等と日程重なり)｡ 

視覚障がい者が参加できるようにしてはとの話が出た｡ 

② 西日本区大会準備委員会 12/5(月) 18:30～20:00 於 神

戸YMCA 大野智､大野勉､鈴木､水野､山田 

水野ﾜｲｽﾞ副実行委員長､鈴木ﾜｲｽﾞが総務局長､山田も理

事事務局から参画｡若手ということで廣瀬頼さんも依頼

したいと思う｡次回､実行委員会 第 1 回となる｡

2017/1/16(月)の予定｡ 

③ 次期理事研修 12/8(木)～12(月) タイ・バンコク 大野

勉｡国際の状況を聞いた｡やはり EMC が大きなテーマ

で､他国を応援している国がある(ex デンマークがロシ

ア､香港がモンゴル等)｡ 

④ 12月第1例会 12/9（金）詳細は上記の通り｡ 

⑤ 国際協力募金 12/11(日) 14～16 時 於 元町大丸前､鈴

木。呼びかけの仕方が変わって､集まりが少なかった｡当

クラブは鈴木ﾜｲｽﾞのみ｡金額は50,063円｡ 

⑥ 市民クリスマス 12/16（金） 於 カトリック神戸中央

教会 井上､大野智恵、鈴木、丹羽4名参加 

YMCA からの呼びかけが変わり､人数は少なかった｡鈴

木ﾜｲｽﾞは､ほっとコーナー担当だった｡対象をどうする

か難しかった｡来場者は300人｡来年は神戸栄光教会｡ 

⑦ 他クラブ､他部会参加報告 

西宮クラブ クリスマス例会 大野智､学園都市 丹羽､ 

芦屋 クリスマス祝会 井上、大野智､大野勉､山田 

(3)01～03月クラブ例会予定 

①  1 月第 1 例会 1/12(木) 三宮ターミナルホテル六甲の

間  担当（細見､佐野） 

橋本有加さん, 岡田英之さんの入会式 

小山哲夫氏卓話(詳細は上記) 

②  1月第2例会 1/26（木） 神戸市勤労会館 408室 

 17：30～ 使用済み切手整理 19時～ 事務例会 

③  2 月第 1 例会(TOF 例会) 2 月 9 日（木） 神戸市勤

労会館 407室、例会 19:00～ メンバースピーチ（お

一人2分で全員､お題自由）｡お弁当（郡さんにお願いす

る｡飲み物は各自手配する） 

④  2月第2例会：2/23（木） 神戸市勤労会館 408室 

⑤  3月第1例会：「神様､仏様」山崎さんご紹介福島 旭先

生。担当（佐野､丹羽） 

⑥  3月第2例会：3/23（木） 神戸市勤労会館（   ）室 

(4)その他の予定 

① ハンドベルコンート 12/23（金・祝） 神戸YMCA

ベルクワイアー 於 神戸芸術センター 1,800円 ※チ

ケット20枚預かり分完売 

② 神戸真生塾クリスマス会 12/25（日） 17:30～ 於 神

戸真生塾 

③ 西日本区大会第1回実行委員会 1/16（月） 18:30～  

於 神戸YMCA､大野智､大野勉､鈴木､水野､山田 

④ 東西日本区交流会 2/4（土）- 5（日） 於 東山荘   

※ 12/31までに登録する｡ 

大野智､大野勉､小田､高見､山田が出席予定｡ 物品販売 

（柿日和､カード）いっくんグッズ販売（FOP広報） 

⑤ YYフォーラム 1/28(土) 13:00～17:00 於 神戸栄光教

会 ※ 日程が当初計画から変更となっている｡ 

⑥ 「揚がれ！希望の凧」 3/11（土）10:00～ 於 須磨海

岸ちとせ幼稚園､WAP､その他の参加を募る。 

(5)今後の課題   ※大野智  担当者の確認と提案 

① 次期会長と主査（地域奉仕・環境）の選出 ※今月中に要

報告｡会長・主査研修･･･3/18（土）-19（日）於 コロナ

ホテル(新大阪) 

② 被災地復興支援チャリティコンサート チラシ(案)をも

とに確認｡年内に印刷を終えて､年明けから販売する｡ 

③ 神戸西クラブとの合同例会 4/13(木) 於 神戸YMCA新

会館と考えていたが､神戸バイブルハウスで｡お弁当を

取る(民谷ﾜｲｽﾞに依頼)｡会費の一部を献金に｡まやはるか

さんのスピーチ｡ラジオ関西の歌手をされていたボイス

アート｡ 

④ 神戸ポート30周年合同（宝塚クラブと） その後進捗は

無し｡宝塚クラブは部会の中で実施したい意向｡当クラ

ブは5月前後に計画して行く方向で｡ 

⑤ 国際選挙 鈴木ﾜｲｽﾞハンドリングし､クラブ内で確認し

て投票する｡2017/1末までに郵送する｡ 

⑥ 神戸ポートのクラブ会則の見直し 

2017/4 を目途に改定することとし､修正､追加等の懸案



  

を検討する｡付則 3 の金額を変更(a:5,000 円に,c:3,000

円に)｡ 

⑦ メネット支援金20,000円を西日本区に支出(予算化済) 

⑧ YES献金 500円/1人 

⑨ クラブ会計でまとめて西日本区へ送金する献金 

提案書(別紙)をもとに議論した｡別途集めてもなかなか

集まらない現状もあり､ファンド委員が大変だったので

この方法が良いであろう｡会長提案で進めると共に､各

自のファンド活動への頑張りを表現するようにして､モ

チベーションを上げてもらう｡ 

⑩ 会計中間報告：別紙にて 

⑪ 3､5月の第1例会は三宮ターミナルホテル｡ (山田 記) 

 

＜その他報告・お知らせ＞ 

＊使用済み切手は 1 月 28 日六甲部として国際・交流主査

に集めて東京に送ることになりましたので､1 月 26 日

17：30～勤労会館 408 室にて第 2 例会前に整理作業を

行います｡各自集めて頂いている切手とハサミを当日ご

持参ください｡または第1例会にご持参ください。 

＊神戸市民クリスマス 

 12月16日（金）カトリック神戸中央教会を会場に市民

クリスマスが行われました｡クリスマス讃美歌を合唱し

ながら市民に喜びを伝える「キャロリング」､温かい飲み

物とスナックを提供する「ほっとタイム」､「子どもプロ

グラム」､「青年のつどい」メインは超教派礼拝の「祈り

と祝福のとき」でした｡クラブから協賛金を届けました｡ 

＊神戸真生塾クリスマス 

 

12月25日(土)17時半～ 神戸真生塾のクリスマス祝会

でした｡夏に伺っている児童養護施設の子どもたちによ

る素晴らしいイエス様の生誕劇と音楽の発表会でした｡ 

0 歳～2 歳までの乳児さんのあわてん坊のサンタさんに

は拍手喝さい､納涼大会で出来なかった歌とダンスも  

頑張っていました｡クラブから祝金を贈りました｡ 

＊YYフォーラム 

1月28日（土）13:00〜17:00於神戸栄光教会 

 テーマ：今しか聞けないブランディングのなぜ？ 

  〜そしてみんなで歩きだそう〜 

今年の YY フォーラムは､去年に引き続きブランディング

についての理解を深めます｡YMCA に関わる多様な人々が

世代を超えて一致団結し､より良い社会を目指すこれから

のYMCAのビジョンを共に語り合いましょう｡ 

 

＜次期理事研修＠タイ・バンコク＞ 

12月8日（木）深夜に羽田発タイ・バンコク行きのANA。 

一人で海外は初めてでした。空港からは市内へ直行の地下

鉄に乗車。乗換えもあり、案内地図とにらめっこしながら、

会場BCGH(Bangkok Christian Guest House)に無事到着。 

12月9日、10日の2日間、研修を受けてきました。 

 国際会長、国際書記長、国際研修担当者、アジア・太平

洋地域会長からのプレゼンを、東日本区現理事利根川恵子

ﾜｲｽﾞの同時通訳の助けを得て、100%中 80%くらい吸収で

きたと思います。足りない分は、PP資料を持ち帰っていま

すので、今後、整理していきたいと思います。 

 強く感じたことは、国際においてもメンバー増強、若者

の育成が重要課題であることです。一方、韓国やヨーロッ

パでは、メンバーが増え、外の国、アメリカや東ヨーロッ

パ、ロシアを支援してい

るということでした。 

東日本区同時期の栗本治

郎ﾜｲｽﾞとも懇意になり、

半日バンコク市内・王宮

等を観光しました。 

12 月11日深夜バンコク発、12日早朝羽田着。その後、

伊丹を経て職場へ直行という強行軍でした。（大野ベン記） 

 

 

 

 

年末年始、神戸 YMCA ではクリスマスやスキーキャン

プなど様々なプログラムが、参加者の笑顔と共に行われま

した。ワイズメンの皆さんのご参加とご協力、ご奉仕に感

謝いたします。 

加納町に建築中の新会館はこれまで「新会館」「新三宮

会館」「新加納町会館」などと表現してきましたが、今後

は「神戸YMCA三宮会館」と呼ぶことになりました。 

建築現場では、既に工事用防護シートが取り除かれて外

観が顕になっています。 

竣工まであと僅かとなって、現在は内装工事が進められ

ていますが、見学用にと、YMCA使用部分、生活科学使用

部分それぞれ、一部の部屋が仕上げ済みになっています。 

見学会は竣工までに何度か計画されますが、竣工後は原

則立入できない屋上も見学できます。天気にもよりますが、

屋上からは、海も山も街並みも360度が見渡せる圧巻の眺

望です。ご都合がよろしければぜひご参加ください。 

神戸 YMCAマンスリーレポート 


