
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” 

11 月強調月間 Public Relations Wellness 

ワイズデーをＰＲして、ワイズメンズクラブの社会的認知度を高めましょう！ 

そして、ＥＭＣやクラブ活性化に繋げましょう！   伊藤 剛 広報・情報委員長(京都トゥービー) 
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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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  【会長】井内朋博【副会長】水野雄二【書記】山田滋己、東恭子、鈴木誠也【会計】丹羽和子､小田浩、橋本有加【監事】山崎往夫、齋藤勲【連絡主事】松田道子 

Chartered May 8, 1988 

神戸ポートﾜｲｽﾞメンズクラブ 

〒650-0001 神戸市中央区加納町 2-7-11 

神戸 YMCA 国際・奉仕センター 
Tel 078-241-7204 

Fax 078-241-3619 

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 7：00-8：30P.M. 

第 359 号 

2017 年 11 月 

＜ 2017年 11月の聖句 ＞ 

＜主は、わたしたちのために死なれましたが、それは、わたしたちが、目覚めていても眠っていても、主と

共に生きるようになるためです。ですから、あなたがたは、現にそうしているように、励まし合い、お互い

の向上に心がけなさい。＞（テサロニケの信徒への手紙 5：10-11） 

 聖書とは関係がありませんが、カナダでは 10月に、アメリカでは 11月に Thanksgiving Dayが設けられ、

神に感謝する日として祝います。日本ではかつて「新嘗祭」として祝われましたが、現在は「勤労感謝の日」

となっています。 

12 月の最初の聖日アドヴェントが始まります。クリスマスに向けての心の準備期間の始まりです。即ち、

救い主が来られるための心構えを上の聖句は語っているのだと思います。テサロニケの信徒への手紙では同

様のことを繰り返し語り、私どもに訴えています。「主は近い、と。」          （Rev. Y） 

 

 

＜11 月第 1 例会＞ 

約３年間お世話になった会場三宮ターミナルホテル

での最後の例会となります。講師は、Y’s とよく似た

ワイズネット協同事業豊田氏をお招きします。興味

深いお話しを伺い、交流を進めましょう。 

＜記＞ 

日  時 ：2017 年 11 月 9 日（木）19:00〜21:00 

場  所 ：三宮ターミナルホテル 4 階六甲の間 

     担当：水野雄二ワイズ 

開会点鐘 ：井内朋博会長 

聖句/祈祷：山崎往夫ワイズ 

スピーチ ：豊田崇志氏「本邦に就労目的で来日する

外国人たち」ワイズネット協同事業組合の活動 

会食と講演、諸連絡、今月のうた 

閉会点鐘：井内朋博会長 

＜10月出席状況＞ 
出席率：85.0％  (出席数)17/20(算定会員数) 
出席数：ﾜｲｽﾞ17(内ﾒｰｷｬｯﾌﾟ5) ﾋﾞｼﾞﾀｰ4 ｹﾞｽﾄ5    

 計26名 

 
＜今後の予定＞ 

＜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 

＜山本育海さん支援講演会＞ 
11 月 18 日(土)10:00〜  ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ 
京都大学 iPS 細胞研究所/戸口田教授 

＜11 月第 2 例会＞ 
11月30日(木)19:00〜神戸YMCA三宮会館201 

＜12 月第 1 例会＞ 
 12 月 8 日(金)18：30～高齢者とのクリスマス祝
会／養護老人ホームオリンピア、20:00～クリス
マス例会・DBC ナイト／グリーンヒルホテル神戸 

  

 

 
 

 
 

＜11月のお誕生者＞ 
 

5 日 水野 公子 メネット   14 日 齋藤 敏子メネット 
  23 日 郡 美恵子ワイズ                 

 

＜2017-2018年度のファンド・累計＞  
         10月        累計 

ニコニコ     2,000円    5,000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  

  

「秋たけなわ」と言いたいところですが、10 月中旬からの長雨、更に 2 週続きで週末に襲来した台風の

ため、1 週目には各地で大きな被害が発生し、２週目には楽しみにしていた『神戸 YMCA 秋祭り』に影響

が出てしまいました。そんな自然の及ぼす力に翻弄された 10 月であったように思います。 

但し、10/15(日)に開催した第 1 例会では、当日の雨天にもかかわらず、お越し頂いた多くのゲスト及び

ビジターの皆様と共にジャズピアニスト竹中真氏の演奏に酔いしれ、休日の夕暮れに素敵な一時を過ごせ

たことを幸せに思います。そして何よりも、今回の勝手ながらの私の提案を受け入れ万全な準備をして頂

きました神戸ポートクラブメンバーの皆様に大いなる感謝を！ 

       

 

<10月第１例会報告＞ 

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 

出 席：21名（メンバー12＋ビジター4+ゲスト5名） 

10月15日（日）、例会の日時と場所を通常のものと変え

ての例会を行いました。井内会長が年度当初より希望されて

いた休日例会を実現させるためのものでした。せっかくなの

で、お客様をお呼びし神戸ポートの広報につながるようにと

考えました。 

 会場は橋本ワイズのお宅を使わせていただき、ゲストにジ

ャズピアニストの竹中真さんをお呼びして、大変素敵な空間

でのゴージャスな例会となりました。地域の家庭料理のお店

のケータリングを利用し、いつもと同じ 2000 円の会費で、

みなさんに満足していただけたのは嬉しいことでした。たく

さんの差し入れもいただき感謝しております。 

 竹中真さんの演奏は、秋と雨をテーマに、「誰もいない秋」

「小さな秋みつけた」「もみじ」「September in the rain」・・・

どれも心に染みる素晴らしい演奏でした。トークも楽しく、

あっという間に時間がたち、アンコールの最後にワイズソン

グにも使われている「フィンランディア」を弾いて下さった

時は最高の気分でした。また、お誕生のお祝いの際、竹中真

さんが「Happy birthday」の伴奏をしてくださり、丹羽ワイ

ズはとても感激されてたくさんにこにこ献金をされるほど

喜んでおられました。 

 2時間で例会は終了しましたが、その後も竹中真さんを囲

んでの歓談は続き、また次から次へとリクエストに応えてく

ださって、ジャズの世界を楽しませてくださいました。幸せ

な時間でした。たまにはこんな例会もいいものです。 

（大野智恵 記） 

   

 

 

＜10月第2例会報告＞ 

日時：2017年10月26日（木） 19時～20時30分 

場所：神戸YMCA三宮会館208室 

出席者：井内、岡田、大野智、大野勉、小田、郡、鈴木、丹

羽、東(記録)、松田、水野、山崎  12名 

（1）10月第1例会出席状況等   

出席率： {12名＋ﾒｰｷｬｯﾌﾟ(5名)}÷20(出席率対象会員 

数)=85%  充足率：｛12名+ﾒｰｷｬｯﾌﾟ(5名)+9｝÷ 

20（出席率対象会員数）=（130）% 

（2）10月活動報告  

   ・10月9日(月)WAPコーポレーション10周年記念式典 

   出席者：井内、大野勉 

・10月12日(木)六甲部メネット事業担当者会  

六甲部メネット事業から各クラブへの依頼事項 

＝「子どもの貧困」や「ひとり親家庭」のサポー 

ト団体を11月末までに推薦→11月第１例会に 

て、推薦団体募集   ＊「貧困」という表現に 

問題はないか。事業として動いているが、六甲部 

メネット事業としては、文言については問題提起 

する。（東→六甲部メネット事業） 

・10月15日(月)六甲部EMC事業委員会 

出席者：大野智恵、大野勉 

「新クラブ推進チーム」、「底上げチーム」の２本 

＜11月第１例会講師紹介＞ 豊田崇志さん 

「本邦に就労目的で来日する外国人たち」 

ワイズネット協同事業組合という「非営利法人」

でありますので、主に発展途上の地域から青少年

を日本に招き、日本企業での OJT を通じて海外に

貢献をする目的で海外事業を進めておられます。 

このあたりの理念はおそらくワイズの活動ともマ

ッチするものと思われます。「留学」ではなく、

「OJT」という形での若者の受け入れをどのように

されているのか、様子を伺える貴重な機会かと思

います。また、氏は、食通でも知られ、国内外、

三宮界隈の名店もよくご存知です。 



  

だてで、新クラブ設立に向けて動く。→各クラブに 

提案、異論なければチームの委員を募集。 

・じゃがいもファンド経過について ファンド委員：郡 

430個くらい販売。（昨年度実績：530ケース） 

・他クラブ、他部会参加報告⇒10月14日瀬戸山陰部部 

会出席（大野勉）、京都3 ｸﾗﾌﾞ合同例会出席（大野勉）   

（3）11～1月クラブ例会予定   

・11月第1例会 11月9日（木）19：00～ 

 於：三宮ターミナルホテル 六甲の間 

 卓話者：ワイズネット事業協同組合 豊田崇志氏 

  担当：水野、齋藤 ゲストの招待などを各メンバーで。 

・11月第2例会 11月30日（木）19：00～ 

 於：神戸YMCA三宮会館201号室 

・12月第1例会 12月8日（金）18：30～  

担当（廣瀬献、佐野）⇒（小田、廣瀬献、佐野） 

オリンピアでのクリスマス会 18：30 現地集合 

神戸ポートクリスマス例会 20：00〜21：30 

於：グリーンヒルホテル神戸   

・12月第2例会 12月21日（木）19：00 

於：神戸YMCA三宮会館208号室 

・1月第1例会 1月11日（木） 

WAPコーポレーション(長田区)にて移動例会 

18:30〜21:00予定。（西クラブと調整要） 

 会費：2,000円予定（会場：岡田手配予定）⇒『WAP 

理解』。神戸西クラブとの合同例会＝新年会を兼ねる。 

WAP、新長田での活動の話（１時間程度） 

・1月第2例会 1月25日（木）19：00～ 

於：神戸YMCA三宮会館208号室 

（4）今後の予定   

・神戸YMCA秋祭り 10月29日(日) 11:00～15:00 

 ＊10:00開会礼拝/MTG 

  神戸ポートはコンサートで参加 関係出演者（須磨 

ウエストバンド、マリアハープ、くさぶえ、 

   水野さんのお孫さんの歌） 

・神戸YMCAチャリティーラン  11月3日（木） 

  於：しあわせの村  9：00集合 

神戸ポートは出店（ﾀﾋﾟｵｶﾄﾞﾘﾝｸ､ﾁｮｺﾊﾞﾅﾅ､柿）とラン 

（大野勉）で参加  ＊ランナー申込者：525人（４ 

割減）→３連休の初日のため、参加者が減少  

・山本育海さんの支援イベント 11月18日(土)10：00～ 

  於：ANAクラウンプラザホテル 

京都大学 iPS細胞研究所 戸口田教授講演会  

申込受付：郡（ポートから現在2名⇒六甲部他クラブ 

へも出席者を募集済) 参加費無料（会場でのカンパ） 

・六甲部国際交流事業 ゴルフ大会 11月30日（木） 

    神戸ポートは参加者なし 

(5)今後の課題 

  ・じゃがいも、玉ねぎﾌｧﾝﾄﾞの来年度販売価格について 

※価格を2段階にする（来年度以降） 

①特別価格：支援団体が対象。原価で売り、販売価 

格との差額を支援団体のファンドに。配送なし。 

②協力団体価格：協力団体は各年度で決定。粗利 

益の半額相当額を原価に加算。 

・神戸YMCA三宮会館内に設置して頂く「ベルマーク、

プルトップ、使用済切手」の回収ボックスの管理につ

いて⇒回収ボックスを受付に常設。使用済切手・プル

トップは神戸クラブと折半 

・DBC東京むかでクラブとの12/9(土)交流企画   

  11月初旬に東京むかでクラブに連絡。神戸ポート 

からは6名参加予定（10/26現在） 

・神戸みなと温泉連 視察報告 

・1月のWAPコーポレーションでの移動例会について 

・クラブ創立30周年記念チャリティーコンサート＆記 

念例会について⇒コンサートのみの参加費は2000円 

（奏者からの要望）。「登録料」の表記について他ク 

ラブを確認。 

・11月第1例会にて三宮ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾃﾙ担当者への御礼 

⇒お礼の言葉のみとし、記念品の贈呈は不要。 

・りんごファンドの設定について（大野智恵ﾜｲｽﾞ提案） 

佐藤ワイズから紹介。次回第１例会で試食用に 

提供受け、その上で３つ目のファンドとして検討。 

・ワイズの広報について（大野智恵ワイズ提案） 

被災地支援としてベルマーク活動に取り組んで

いるが、これはワイズ広報にもつながっている。

他により知ってもらう方法は？  案①=コン

サート等でのパンフレット広告→広告効果は小

さいとの指摘あり（YMCA では寄付としての位

置付）。引続き、広報の新たな手段・方法を検討。 

・六甲部次期(2018-2019)事業主査の各クラブからの 

選出について⇒神戸ポートは国際交流補佐担当、ク 

ラブ会長も含め、11月末までに次期六甲部部長に 

報告                           (東 記) 

 

 

＜ＷＡＰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ創立10周年記念式典報告＞ 

日時：2017年10月9日(月) 

場所：ふたば学舎(神戸市長田区)  

支援先であるWAPコーポレーションの創立10周年 

記念式典に出席しました。 

開会後に岡本代表がお

話された中に「障害者が地

域を支える」、「障害者が

安心できる社会を創る」と

あったように熱い想いで

長田の地に創業されたことが伺えました。ステージ発表の

部では、生徒による手話を交えた歌や沖縄風の民族衣装で



  

の太鼓の演奏を視聴し、全員の真剣な姿に心打たれ元氣を

もらいました。豪華な昼食弁当やデザートで振舞われたア

イスクリームも美味しく頂きました。会場が活氣に満ち、

素敵な記念式典でした。今まで例会等では話を聞いていた

WAP コーポレーションについて、詳しいことは把握して

いませんでしたが、今回の式典により活動内容を深く知る

ことができました。 

来年の 1 月にはWAP での例会を計画しているため、ク

ラブメンバーにも活動内容を肌で感じて貰えるのは意義が

あると今から期待しています。        (井内記) 

 

 

＜第16回瀬戸山陰部部会：於米子に参加して＞ 

・開催日：10月14日(土) ・部テーマ："地域に根差し、タ

レントを活かして社会の必要に応えよう" 

部会の中で、記念講演「子どもの貧困や虐待について学ぶ」

と題して、安田弁護士のお話をお聞き

しました。氏は、要保護児童対策地域

協議会でもご活躍です。具体的に課題

を一つ一つ挙げていただきました。幼

稚園園長を兼任されている福永部長

の、子どもへの愛情がひしひしと伝わる部会でした。大山開山

1300年を祝う大山僧兵太鼓も圧巻でした。 

 

 瀬戸山陰部は、16年前までは西部として、神戸ポートクラ

ブとも同じ部内にありました。旧西部の仲間ということもあ

り、今は、神戸クラブと DBC 交流も行い、部会の後の交流も

合流させていただきました。 

 

 

＜第２回六甲部メネット事業担当者会＞ ※議事録抜粋 

日 時：2017年10月12日（木曜日）13：30～15：00 

場 所：神戸YMCA会館207号室  

内容： 

① 六甲部部会メネットアワー（2017年9月24日11：00

～12：40）の振り返り 

♦当日参加者：60名（予定64名） 

♦会計報告：収入合計62,800円、支出合計61,900円 

   差引900円は西日本区会計へ。 

  ♦メネットアワーの内容に関して 

   ・映像を用いてテーマが理解しやすく、出席者に関心 

を持ってもらえた。 ・話合いでは色々な立場からの 

意見が出され良かった。 ・話し合いの時間がもう少 

しあれば良かった。 ・「六甲縦走弁当」は好評。 

   ・お米引換券は良いアイデアで完売できて良かった。 

♦全体の反省 

・六甲部部会も出席という方の受付をメネットアワー  

受付の所で一緒にしたので混乱が生じた。 ・メネッ

トアワー参加者の名札を、裏に部会参加領収書のつい

た部会の名札を使用したため間違いがあった→名札

の要否も含め、次回への課題とする。 ・全体的に連

絡が十分でなかったような印象がする。 

② 六甲部メネット事業今後の動き 

  ・各クラブより「子どもの貧困」や「ひとり親家庭」を 

サポートしている地域団体を11月末までに推薦、集 

約後に六甲部の推薦団体を12月中に決定、西日本区 

メネット事業に報告。一般の方々にも子どもを取巻く 

現状を知っていただきたいという主任の方針もあり、 

啓発イベントができないかを話し合う。 

  ・以前に六甲部部会で開催し好評だった「講演会とスー 

パーキッズの演奏会」の提案が主任よりあり、西日本 

区大会の6月開催の方向で動き出すことを承認。予定 

時期は2018年3月～4月頃。 

③ その他 

 ・メネットアワー席上献金と部会での献金報告 

    献金額：部会52,821円 ﾒﾈｯﾄｱﾜｰ 47,351円 

 

 

神戸 YMCAマンスリーレポート 

① 10月7～9日、全国リーダー研修会が広島の川・森・文

化・交流センターで行われました。神戸ＹＭＣＡから 5

名のリーダーが参加し、全国の仲間とともに学びそして

交流を深めてきました。ワイズメンズクラブの皆様から

の大きなご支援に心より感謝申しあげます。 

② 10月29日、三宮会館の秋まつりは、台風22号の接近

時間と重なり、中止をいたしました。第1回として、

皆様とともに実行委員会を立ち上げ、様々な面でご準

備ご協力賜り、誠にありがとうございました。 

③  今後の神戸ＹＭＣＡイベントについて 

★11月12日(日)神戸ＹＭＣＡ高等学院教育セミナー 

 「教育の場で人付き合いについて考える」 

 時間：13時～15時  講師：大対香奈子氏（近畿大 

学総合社会学部准教授） 会場：西神戸ＹＭＣＡ4階 

   申込：高等学院（078-793-7435） 

 ★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 


