
 

 

Y's for future!” 

  

 

 

 

神戸ポートクラブ会長(CP)井内朋博「結束力を高め、更に魅力ある神戸ポートクラブへ！」“Raise a unity; to more attractive kobe Port Club!” 

   
国際会長(IP) Henry J. Grindheim(ノルウェー) “Let Us Walk in the Light – Together”「ともに、光の中を歩もう」 
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) 大野勉(神戸ポート)「2022年に向けて 心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ」“Healthy mind & healthy body make healthy club” 
六甲部部長(DG)杉本隆人(神戸学園都市)「共感しあい、支えあおう」“Empathy each other, Root Y’s & YMCA” 

 
10 月強調月間 ＢＦ ＥＦ 

国際組織の一員であることを再認識し、ＢＦ／ＥＦの目的を理解しましょう。 
金澤市郎 国際・交流事業主任(京都クラブ) 
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食事代として各自 2 千円ご負担頂きます。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松田道子連絡主事宛連絡下さい｡ 
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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 7：00-8：30P.M. 

第 358 号 

2017 年 10 月 

＜ 2017年 10月の聖句 ＞ 

＜招かれる人は多いが、選ばれる人は少ない。＞（マタイによる福音書 22：14） 

 「神様からの恵みは絶えず天から降り注いているけれど、多くの人間はそれに気づいていない」と

ある神学校の先生が言っておられた。それと同様にこの聖句にあるように、私たちは絶えず招かれて

いるのですが、自ら拒否したり、気づかなかったりしています。あたかも自分の意思で行動している

と思っていますが、実際はそこでは神の選びがあるのです。そして、選ばれる人は少ないのです。 

（Rev. Y 

 

 

 

＜10 月第 1 例会＞ 

 

４月の被災地支援チャリティーコンサートでもお世話

になったジャズピアニストの竹中真さんをゲストにお

迎えし、秋の夕暮れを音楽と語らいでゆっくりと過ご

したいと思います。 

＜記＞ 

日  時：2017年 10月 15日（日）16:00〜18:00 

場  所：神戸ポートメンバー橋本有加ワイズ宅 

     担当：大野智恵ワイズ、橋本有加ワイズ 

開会点鐘：井内朋博会長 

聖句/祈祷：山崎往夫ワイズ 

演  奏：竹中真氏〜ジャズミニライブ〜 

会食と語らい、諸連絡、今月のうた 

閉会点鐘：井内朋博会長 

 

＜9月出席状況＞ 
 
出席率：81.0％  (出席数)17/21(算定会員数) 
出席数：ﾜｲｽﾞ17(内ﾒｰｷｬｯﾌﾟ3) ｹﾞｽﾄ 1 計18名 

 
＜今後の予定＞ 
 

＜10月第１例会＞ 
10 月 15日(日)16:00〜 須磨「奏喜」 

＜10月第 2例会＞ 
10月 26日(木)19:00〜神戸 YMCA三宮会館 208 

＜三宮会館『秋まつり』＞ 
10 月 29日(日)11::00~15:00 

＜インターナショナル・チャリティーラン＞ 
11 月 3日(金・祝) しあわせの村 

＜11月第１例会＞ 
11 月 9日(木)19:00〜三宮ターミナルホテル 

 

 
 

 
 

＜10月のお誕生者＞ 
 

14 日 丹羽 和子ワイズ 

 

＜2017-2018年度のファンド・累計＞  
          9月        累計 

ニコニコ     1,000円    3,000円 

ファンド       0円   12,300円 

 (ジャガイモ、玉ねぎ、柿チップ、カード等) 

 



 

  

会長メッセージ 

                      井内 朋博  

  

今月の始まりである 10 月 1 日(日)に神戸 YMCA 三宮会館にてブランディング研修会と新ロゴ除幕式が

行われました。残念ながら私はその場には参加できませんでしたが、当日の様子は配信された動画で拝見

しました。中道理事長、井上総主事を始め YMCA 関係者、またワイズメンズクラブから参加された皆様

の明るい表情に新スタートへ向けての活力を感じることができました。 

「みつかる。つながる。よくなっていく。」のスローガンのもと、我々ワイズメンズクラブとしても YMCA

と協働し、更に活力を持って出発しましょう！ 

ひとりの「よくなる」が周囲へ連鎖し、その繰り返しが社会や世界をよりよく変えて行けるように！ 

       

 

＜9月第1例会報告＞ 

日時：2017年9月14日（木）19：00～21：00 

場所：三宮ターミナルホテル4F 六甲の間 

出席：16名（メンバー15＋ゲストスピーカー1名） 

卓話：「神戸ＹＷＣＡのチャレンジ」 

        神戸ＹＷＣＡ 西本玲子総幹事 

 「YMCAとは親しい仲間であるYWCA」という言葉から

お話は始まりました。 

「アフリカがおしゃれ」という言葉に惹かれてアフリカに

数か月滞在、その時のビックリするような出来事 ＊当たり

前のようにその場で放尿する話し相手、＊一夫多妻のマサイ

族の生活等など。そんな体験の中で、こんなに違う環境や慣

習の中で生活している人たちの感じる「幸せの気持ち」は自

分と同じなのだろうか？ その事を知りたくて、NGO に飛

び込み 20 年間、退職後、東日本に起きた地震・津波による

被災者支援・・・。と、心を揺さぶられる体験がスタートと

なって、今のお働きに繋がっておられました。だからこそ、

熱く語ってくださいました。 

「住みなれた地域で豊かに暮らせるように」を建物の横 

壁に、そして一人一人の会員の心の中に掲げ、女性の視点だ

からこそできる細やかなを働きや広がり、世界とのつながり

方などを紹介されました。そのような十分にも見える働きの

中でも、自分たちはそこで満足し内向きになっているのでは

ないかと自己批判され、2020年に100 周年を迎えることも

あり、外から見るYWCAの強みと弱みを模索し、新しい改

革にチャレンジされようとしておられます。 

 2020 年にその変革の結果を聴く機会を持ちたいなあ～そ

んな気持ちを皆が持ちながら終わりました。（丹羽 記） 

 

＜9月第2例会報告＞ 

日時：2017年9月28日(木) 19:00～20:30 

場所：神戸YMCA三宮会館208室 

出席者：大野智､大野勉､岡田､小田､郡､佐野､鈴木､丹羽､ 

        細見､松田､水野(進行)､山崎､山田(記録) 13名 

(1)9月第1例会出席 

メンバー：井内､大野智､大野勉､小田､郡､齋藤､佐藤､佐野､ 

鈴木､丹羽､東､松田､水野、山崎､山田､ 

ゲスト：１名､ビジター：0名 

出席率：14名＋メーキャップ(井上､岡田､細見) 

÷21(算定会員数)＝81.0％ 

充足率: 14名＋メーキャップ(井上､岡田､細見)+1名 

÷22(在籍数)＝81.8％ 

欠席者：井上､岡田､民谷､橋本､廣瀬献児､廣瀬頼子､細見 

(2)9月度活動報告 

･9月4日(月)六甲部Yサ･ユース事業委員会 出席者：井上､

大野勉､松田⇒第１例会で大野勉ワイズより報告済 於 神

戸YMCA 

･9月6日(水)神戸YMCA秋祭り第２回実行委員会 出席者：

大野智恵⇒第１例会で大野智恵ワイズより報告済 

･9月16日(土)六甲部ローンボウルズ大会 出席予定：井内､

山田⇒雨天中止 

･他部会参加報告 

9/10京都部：大野智､大野勉､山田､9/16阪和部：大野智､大

野勉､9/18中部：大野智､大野勉､水野､9/23中西部：大野智､

＜10月第１例会演奏者紹介＞ 竹中真さん 

 ピアニスト、作曲家。米国生まれ、京都育ち。ICU

大学院修了後、バークリー音楽大学に留学、最優秀

賞にて卒業。演奏活動を経て、日本人初のバークリ

ー音楽大学助教のち准教授。MIT やボストン大学、

ブリッジウオーターや UMASS などでも教鞭をと

り、現同志社女子大特任講師。日本や世界の民謡や

童謡などをジャズ化することが特徴のひとつ。世界

の様々な国で、演奏や講義を続けている。 

 支援のための演奏も数多く手がけ、今年４月に行

われた神戸ポートクラブ主催「被災 

地復興支援チャリティーコンサート」 

では、聴き手の心に響く演奏で会場 

を温かく包んだ。 
 



 

  

大野勉 

･他クラブ訪問報告 

宝塚クラブ9月例 大野智､大野勉､東､山崎､ 

･六甲部部会：大野智､大野勉､小田､鈴木､東､郡､水野､山田 

(3)10～12月のクラブ例会 

･10月第1例会 10/15(日) 於 須磨『奏喜(ひびき)』 16:00

～18:00 竹中真氏のミニライブ他 謝礼は通常通り｡担当：

大野智､橋本 

･10月第2例会 10/26(木)於 神戸YMCA三宮会館208室 

･11月第1例会 11/ 9(木)於 三宮ターミナルホテル 六甲

の間 19:00～21:00 卓話者：豊田崇司氏(ワイズネット事

業組合代表) 担当：水野 

本会場で実施するのが最後なので､担当者の方々へお礼を

しては｡記念品(あるもの)を贈呈する｡ 

･11月第2例会 11/30(木)於 神戸YMCA三宮会館 201室 

･12月第1例会 12/8(金) オリンピアでのクリスマス会の後､

20:00～神戸ポートクリスマス例会(DBCナイト) 於 グリー

ンヒルホテル神戸   

･12/9(土) 東京むかでクラブDBC交流会 

･12月第2例会 12/21(木)於 神戸YMCA三宮会館 

(4)今後の予定 

･10/1(日)YMCAブランディング勉強会､ロゴ除幕式 於 神戸

YMCA三宮会館 14:00～15:30 

･10/2(月) 神戸YMCA第2回チャリティーラン実行委員会 

於 神戸YMCA三宮会館 19:00～20:30､ 

出席者：大野勉､井上(総主事) 

･10/4(水)神戸YMCA秋祭り第３回実行委員会 

於 神戸YMCA三宮会館 18:30～､出席者:大野智､大野勉 

･10/9(月､祝)WAP 創立 10 周年記念式典 10:00～13:30 出

席者：井内､大野勉｡10,000円のお祝いを会長が持参｡ 

･10/29(日) 神戸YMCA秋祭り 11:00～15:00神戸ポートはコ

ンサート担当(進行は神戸西クラブとユースを検討中)｡出

演者への謝礼 10,000円の謝礼とお子様へのお菓子等｡参加

者：小田､大野智､大野勉､郡､水野 

･11月3日(金､祝)神戸YMCAチャリティーラン 9:00現地集

合｡資機材､食材の準備等について調整 

小田､郡､水野､大野智､大野勉 

(5)今後の課題 

･神戸ポートクラブ30周年記念式典プログラムについて 

9/27(水)第１回実行委員会 於 権太 出席者:井内､大野智

恵､大野勉､山田 

時間配分､コンサート出演者､アート展､神戸 YMCA館内の使

用会場について協議を行った｡チャリティーコンサート､記

念例会(式典､懇親会)｡ 

これに基づいて､第2例会で次の通り確認｡ 

名称:神戸ポートクラブ創立 30周年記念チャリティーコン

サート(被災地復興支援)& 記念例会(式典､懇親会) 

時間配分：13:00～コンサート､14:30～式典､15:30～17:00

懇親会の方向｡神戸 YMCAの教室では 100名超えると入れな

い可能性があり､懇親会場はｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙを検討｡記念誌は作

る方向で水野さんを中心に構成･検討｡登録料は 6,000円で｡ 

･じゃがいもファンドについて 

各自の注文数量､配達担当者､配達日の決定､販売価格

(2,300円/箱10kg) 

･山本育海さん支援について 

じゃがいもファンドからの支援｡戸口田教授講演会費の支

援を検討｡講演会が11/18(土) 於 ANAクラウンプラザ神戸

で決まった｡全国から FOP患者を招待する｡予算 3,000千円

程度かかるので100円分/箱を寄付｡ 

･六甲部国際交流事業 ゴルフ大会の参加者募集 11/30(木) 

三田市､千刈カンツリー倶楽部｡プレイする人が元々少なく､

また平日は仕事で行けない｡ 

･WAP長田での移動例会について 

1月11日(木)  神戸西クラブとの合同例会を検討 

･DBC 東京むかでクラブとの 12 月交流企画の考案(例会翌日

の12/9)｡小田交流委員長を中心に検討して行く｡ 

･今後の第１例会会場の選定 

現在選定中、神戸 YMCA 案あり｡食事は弁当対応(井内会長

案)｡20:30 終わりで可｡18:30～食事､19:00～20:30 例会と

する案で検討｡ユニオンホテルも１回試しに使ってみる｡ 

･今後の第１例会卓話者(候補)について 

①東さんのご主人②神戸いのちの電話の事務局長､正岡氏

(水野さん推薦)③メンバー卓話候補､細見さん(環境に関す

るテーマを検討する) 2018/3に実施｡ 

プログラム委員に検討を依頼する｡          (山田記) 

 

＜六甲部Yサ・ユース事業委員会＞ 

各クラブの活動が紹介されました。 

(1)神戸：神戸西と合同で、WACCA 支援の BBQ。余島ﾘｰﾀﾞｰ

へ協力依頼。YY ﾌｫｰﾗﾑ。ﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝにおいて、ﾕｰｽと交流を持

つ。(2）西宮：西宮ｶｰﾆﾊﾞﾙ。春・秋のﾌｧﾐﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ＝保育

園の子供たちを対象⇒保護者と交流する中で、新たな勧誘

につなげたい。ﾒﾝﾊﾞｰにﾘｰﾀﾞｰ OB・OG が多いので、職員と

協働できる機会が多い。(3)神戸西：元ﾘｰﾀﾞｰや職員が集ま

り、これまでの活動や関わりをまとめていく予定。(4)神

戸ポート：三宮新会館秋まつりにおいて、ﾁｬﾍﾟﾙｺﾝｻｰﾄの協

働。創立 30周年記念ｺﾝｻｰﾄ、例会を 4/28日に開催。国際

奉仕ｾﾝﾀｰへの支援を計画。(5)宝塚：AYC,LTへの支援。ﾕｰ

ｽを例会に招待。ｸﾘｽﾏｽｷｬﾛﾘﾝｸﾞ、はんしん自立の家での希

望の凧揚げなど。(6)さんだ：三田ｾﾝﾀｰの事業縮小に伴い、

ﾜｲｽﾞとﾕｰｽで 25 年間培ったつながりが失われた。「ﾘｰﾀﾞｰ



 

  

とともに」と掲げた活動ができなくなったが、今後も地域

でﾕｰｽがどこで求められているのかを開拓して事業につな

げていく。(7)神戸学園都市：わいわい祭りの売り上げを

寄付。じゃがいもは、農地を利用してﾌｧﾝﾄﾞの確保。保育園

や高等学院との交流事業を企画していく。太山寺児童館に

おいては、地域で格差のある家庭への支援、学習支援等を

行う。(8)芦屋：ｸﾘｽﾏｽ例会は六甲部全ｸﾗﾌﾞ、総主事が出席。

ﾁｬﾘﾃｨｰｵｰｸｼｮﾝの売り上げをYMCAに寄付。  （大野勉 記） 

 

＜秋まつり実行委員会＞ 

 10月29日（日）の神戸YMCA秋まつり実行委員会が、9月

6 日と 10 月 4 日に行われ、その内容や役割分担について詳

しく話し合われました。このイベントは神戸 YMCA 三宮会館

竣工を記念し、「生活科学」との協働で行われます。 

 出店とチャペルでのコンサートで構成し、まつり全体は11

時開始15時終了とします。コンサートは11時30分から14

時 30 分の３時間で、いろいろなグループが出演し、お互い

が楽しめる参加型になりました。神戸ポートクラブは、コン

サートを担当します。 

 工夫を凝らして地域の方にもたくさん参加していただき、

大人も子供も楽しめる一日になればと思います。そして、こ

のイベントが YMCA の認知度を高めるものとなるよう願って

います。             （大野智恵 記） 

 

＜六甲部部会報告＞ 

日時：2017年9月24日(日)  場所：神戸YMCA三宮会館 

部会式典前に開催されたメネットアワーでは、「子どもの

貧困」について学びと話し合いの場が持たれました。 

中道メネット事業主任の方針を伺い、映像を視聴した後、出

席者が意見を発表し話し合いました。貧困家庭の子供が自分

の将来に希望が持てなくなっていることは深刻な問題であ

ると感じ、簡単には解決できないが、子供達が希望を持てる

社会にしていくために何か支援していかなければとの意識

が深まりました。 

式典には約150名が出席され、チャペルが溢れる程の満席

になりました。私、井内はバナーセレモニーとクラブ活動報

告を行いました。さすがに緊張しましたが、何とか会長の役

目を果たせたことにホッとしました。 

特筆すべきは、我クラブの大野智恵ワイズが昨期のEMC功

績による個人ブースター賞の表彰を受けたことです。岩本直

前理事による表彰式の場でベルマーク活動に関しても讃え

られ、大野智恵ワイズの提案により始まった活動が今期は六

甲部に広がり、更には西日本区へも伝わりました。 

同クラブ員として誇らしい瞬間でした。 

懇親会は会場を六甲荘に移し、西垣ご夫妻の素敵な歌に始

まり、出席クラブ紹介やアピールタイム等、和やかな雰囲気

の中で行われました。 

盛会となりましたこの度の部会運営をして戴いた杉本六甲

部長始め、六甲部役員、ホストクラブ及びYMCA スタッフ

の皆様に感謝申し上げます。      (井内 記) 

 

 

神戸 YMCAマンスリーレポート 

① オールジャパンブランディング表出プログラム 

10月1日(日)14時～、三宮会館チャペルにてブランデ

ィング研修および新しいロゴの表出が行われました。

新しいロゴとともに、ＹＭＣＡがこれからも必要とさ

れ、多くの方々に選ばれる存在となるために、引き続

きご指導ご協力をお願い申しあげます。 

② 神戸ＹＭＣＡ学院専門学校 生活備品ご提供感謝 

10月5日（木）日本語学科入学式が行われ、新入生約

40名を迎えました。皆様からご寄贈いただいた生活備

品は、必要とするそれぞれの留学生に提供することが

できました。心より感謝申しあげます。引き続き毛布

のご提供を受け付けております。どうぞよろしくお願

いいたします。 

③  今後の神戸ＹＭＣＡイベントについて 

★10月28日(土)三宮会館竣工記念『私の福祉感』 

時間：13時～15時  費用：500円(資料代) 

講師：阿部志郎氏(横須賀基督教社会館館長) 

申込先：神戸ＹＭＣＡ本部事務局(078-241-7201) 

定員：100名（事前予約制） 

 ★10月29日(日）11時～13時 三宮会館『秋まつり』 

     入場無料   内容：ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ・子どもの遊びｺｰﾅｰ、 

野菜直販、フランクフルト、カレー、ビンゴなど 

 ★11月3日（祝）インターナショナル・チャリティラン 

   時間：9時～15時  会場：しあわせの村 

問合：神戸ＹＭＣＡ本部事務局(078-241-7201) 

 ★11月14日（火）神戸ＹＷＣＡ・ＹＭＣＡ合同礼拝 

   時間：9時～10時   奨励：ｼﾞｪﾌﾘｰ･ﾒﾝｾﾝﾃﾞｨｰｸ氏 

（関西学院教員）  会場：神戸ＹＷＣＡ5階チャペル 

 ★11月18日(土)13時～15時   ＹＭＣＡセミナー 

   テーマ：「キリスト教の香りとＹＭＣＡ」 

   会場：三宮会館2階チャペル 


