
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” 

12月強調月間 EMCの E、YESの月です。 

E は新クラブを設立すること。YES は新クラブ設立支援に使われます。献金で集められた資金の３分の２は、 

集められたエリアの区で使われます。三科 仁昭 EMC 事業主任（京都東稜クラブ） 
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食事代として各自 3 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｡ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2017―2018 年度クラブ役員 
  【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 360 号 

2017 年 12 月 

＜ 2017年 12月の聖句 ＞ 

マリアの賛歌 

＜そこでマリアは言った。わたしの魂は主をあがめ、わたしの霊は救い主である神を喜びたたえま

す。・・・今から後、いつの世の人もわたしを幸いな者と言うでしょう。力ある方が、わたしに偉大な

ことをなさいましたから。その御名は尊く、その憐れみは代々に限りなく、主を畏れる者に及びます。

主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き降ろし、身分の低

い者を高く上げ、飢えた人を良い物で満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。・・・後 略・・・。

＞（ルカ福音書 1：46-55）  祝クリスマス！                  （Rev. Y） 

 

 

＜12 月第 1 例会＞ 

2017 年もあと 1 ヶ月となりました。本当に 1 年過ぎ

るのが早いですね。今年もｵﾘﾝﾋﾟｱでのｸﾘｽﾏｽ祝会～ｸﾞ

ﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙで DBC 交流例会を行います。皆様と共に

楽しくクリスマスを祝いましょう！ 
 

＜記＞ 

日 時 ：2017 年 12 月 8 日（金）18:30〜21:30 

場 所 ：特別養護老人ﾎｰﾑｵﾘﾝﾋﾟｱ、ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸      

○クリスマス祝会 18:45～19:45(18:30 ｵﾘﾝﾋﾟｱ集合) 

混声合唱団くさぶえの皆さんと 

○DBC ナイト 20:00～21:30 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 

担当：小田浩ワイズ、廣瀬献児ワイズ 

開会点鐘 ：井内朋博会長 聖句/祈祷：山崎往夫ﾜｲｽﾞ 

乾杯と会食、音楽を楽しみましょう！ 

閉会点鐘：井内朋博会長 

 

＜11月出席状況＞ 
出席率：80.0％  (出席数)16/20(算定会員数) 
出席数：ﾜｲｽﾞ16(内ﾒｰｷｬｯﾌﾟ2) ｹﾞｽﾄ4    

 計20名 
 

 
＜今後の予定＞ 

＜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／特別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 

＜国際協力募金＞ 
 12 月 10 日(日)14:00~16:00 元町大丸北側前 
＜神戸市民クリスマス＞ 
 12 月 15 日(金)17:00~ｷｬﾛﾘﾝｸﾞ 19：00～礼拝 
＜12 月第 2 例会＞ 

12 月 21 日(木)19:00〜神戸 YMCA 三宮会館 
 ＜1 月第 1 例会＞ 

1 月 11 日(木)18:30〜WAP ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（長田） 
＜1 月第 2 例会＞ 
1 月 25 日(木)19:00〜神戸 YMCA 三宮会館 

 

 
 

 
 

 
 

 

＜12月のお誕生者＞ 
 

3 日 山田 貴子メネット  6 日 岡田 英之ワイズ 
24 日 山田 滋己ワイズ  31 日 井上 友恵メネット 
 

 

＜2017-2018年度のファンド・累計＞  
         11月        累計 

ニコニコ     2,000円    7,000円 

ファンド    17,000円   29,300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  

  

11 月 26 日(日)に香川県の小豆島で開催されたマラソン大会に参加してきまし

た。大野勉ワイズが神戸 YMCA 余島野外活動センターに前泊し、このマラソン大

会を走ることを 10 年前から継続されています。大野ワイズが西日本区理事を務め

る今年は、『理事と共に小豆島を走ろう！』をテーマに例年より大人数のワイズが

集いました。我クラブから山田ワイズが同行（毎年お疲れ様です）、京都部から三

科 EMC 事業主任、高橋秀樹ワイズ(京都ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ)、倉、今西ワイズ(京都ﾄｯﾌﾟｽ)の 4

名に参加して頂きました。私は余島での前泊ができず夜行フェリーにて当日朝に合

流しましたが、久しぶりのマラソンを楽しく（途中からかなり疲労しました）走る

ことができました。大会後は温泉で汗を流し、小豆島の観光、帰りのフェリーでの

歓談と楽しい一日を過ごせ、ワイズメンとの交流ができました。 

さて、2017 年もあっという間に 12 月に入りました。私が会長に就任し半年が経

過することになりますが、クラブの皆様に支えて頂き何とかやってこられました 

ことを感謝致します。 

皆様におかれましても、1 年を振り返り新たな年に繋げる意味でも、この 12 月を大切に過ごして頂けた

らと思います。 

       

<11月第１例会報告＞ 

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 ４F「六甲の間」 

出席者：メンバー15名、ゲスト4名 合計19名 

スピーカー 豊田崇志さん（大野勉ワイズの幼馴染で同窓）

から「本邦に就労目的で来日する外国人たち」というテーマ

でお話いただきました。ワイズネット共同事業組合というワ

イズによく似たお名前の非営利法人で、外国から青少年を日

本に招き、日本企業で仕事を提供されているお話をいただき

ました。YMCA でも多くの外国人留学生がおられますが、

人口減少社会に突入した日本での共生について考えさせら

れました。今回で3年程お世話になった三宮ターミナルホテ

ルが最後になりました。支配人がYMCA の会員だったｴﾋﾟｿ

ｰﾄﾞも。（水野 記） 

 

 

 

 

 

＜11月第 2例会報告＞ 

1.日時:2017年11月30日(木) 19:00～20:30 

2.場所:神戸YMCA三宮会館208室 

3.出席者:井内､大野智､大野勉､小田､鈴木､東､細見､水野(進

行)､山崎､山田(記録) 10名 

4.欠席者:井上､岡田､郡､(齋藤)､佐藤､(佐野)､民谷､丹羽､橋本､

廣瀬献､廣瀬頼､松田､ 12名 

5.内容: 

(1)11月第1例会出席 

･メンバー:井内､大野智､大野勉､岡田､小田､郡､(齋藤)､佐藤､

鈴木､丹羽､東､松田､水野､山崎､山田  15名 

･欠席者:井上､(佐野)､民谷､橋本､細見､廣瀬献､廣瀬頼 7名 

･ゲスト::豊田崇志(大野勉)､住本一礼(大野智)､手塚貴子(大野 

 智)､田中宏忠(大野勉) 4名､   ビジター:0名 

･出席率:14 名＋メーキャップ 2 名(井上､細見)÷20(出席率対

象会員数)＝80％ 

･充足率:16名＋ゲスト4名÷22(在籍数)＝91％ 

(2)11月度活動報告 

･チャリティーラン 11/3(金)於 しあわせの村 

･山本育海さん支援イベント(池谷准教授による講演会) 

11/18(土) 於 ANAクラウンプラザホテル  

･神戸YMCAセミナー 11/18(土) 於 神戸YMCA  

･第 2 回六甲部地域奉仕･環境事業委員会 11/20(月) 出席者 

大野智､郡 

･他クラブ例会､他部会参加報告 京都ウエスト100人例会  

大野勉、大野智 

(3)12～2月のクラブ例会 

･12月第1例会 12/8(金) 担当 小田､廣瀬献 

第1部 オリンピアでのクリスマス会 18:30現地集合 

18:45〜19:45｡  第 2 部 神戸ポートクリスマス例会 於 グ

リーンヒルホテル神戸 20:00〜21:30 東京むかでクラブと

の DBC 交流､音楽の催し｡会費 3,000 円(消費税と乾杯分の

ビール代はクラブ会計より補填)｡ビジター 城井廣邦ワイズ

(東京むかで会長)､桑野､菅原､羽太ワイズ(芦屋クラブ) 

･12月第2例会 12/21(木) 於 神戸YMCA三宮会館208室 

･ 1月第1例会  1/11(木) 担当 岡田､山崎 WAP コーポレ

ーション(長田区)にて移動例会 18:30～20:30 予定 ※神

戸西クラブとの合同例会 

･ 1 月第 2 例会  1/25(木) 19:00～20:30 於 神戸YMCA 三

  

スタート前、皆さんいい笑顔です。 

余島野外活動センターにて 

 皆さん楽しまれたようです。 



  

宮会館 208室 

･ 2月第1例会(TOF例会) 2/ 8(￥木) 18:30～20:30於 神戸

YMCA 三宮会館｡17:00～使用済み切手整理をする｡小田

交流委員長がリード｡卓話者 東善仁氏(東ワイズ夫)内定｡ 

･ 2月第2例会 2/22(木) 神戸YMCA会館 

(4)今後の予定 

･12/ 9(土) 東京むかでクラブとの DBC 交流会 出席者:大野

智､大野勉､小田､郡､山田､(井内) 

･12/10(日) 国際協力募金 14:00～16:00 神戸大丸前 出席予   

定者:井内､小田､鈴木、東､松田 

･12/11(月) チャリティーラン評価会 19:00～ 於 神戸

YMCA 三宮会館 

･12/15(金) 市民クリスマス 於 神戸栄光教会 17:00～ 

･12/18(月) 第21回西日本区大会実行委員会 18:30～ 於 神

戸YMCA 三宮会館 

･12/23(土) ハンドベルコンサート  

(他クラブ例会) 

･神戸クラブ､神戸西クラブ合同クリスマス例会 

12/9(土)18:30～ 於 神戸レガッタ&アスレチッククラブ 

出席者:井内､大野勉 

･芦屋クラブクリスマス&20 周年記念例会 12/23(土) 13:00

～17:00 於 ホテル竹園芦屋 出席者:井内､井上､大野智､

大野勉､小田､郡､東､山田 

･12/25(月) 17:00～ 神戸真生塾クリスマス会 出席者 大野

智､鈴木｡東ﾜｲｽﾞは予定確認する｡ 

(5)今後の課題 

･六甲部メネット事業での「子どもの貧困」､「一人親家庭」

をサポートしている団体を推薦｡東メネット委員に一任｡ 

･神戸ポート 30 周年記念例会＆コンサートの案内の作成､役

割分担｡司会や役割分担は今後決定する｡ 

･次期会長と主査(国際交流補佐)の選出｡次期会長は水野ﾜｲｽﾞ､

国際交流補佐は井内ﾜｲｽﾞとする｡ 

･3月例会卓話内容  卓話者は細見ﾜｲｽﾞとし内容は検討｡ 

･次期六甲部大田部長キャビネットについて(書記､会計､事

務局長を他クラブより支援)第2例会での立候補無し｡ 

･六甲部 EMC 事業委員会 クラブサポート委員会､新クラブ

設立の検討を開始｡ 

 

＜ＹＭＣＡチャリティーラン＞ 

日 時：2017年11月3日(金)   場 所：しあわせの村 

参加者：メンバー6＋2（井上、松田ワイズ）名 WAP3名 

今年のチャリティランに参加したランナーの特典は、なん 

といっても周りの木々の紅葉の美しさ（見る余裕はなかっ 

たか？）と走るのに丁度良い天候ではなかったでしょうか？ 

テントの中で注文受けに精出しながら、ふと手を休めて見る、 

青空を背景にした紅葉は見事でした。寒さも思ったよりまし 

でした。 

今年の参加は最初から他行事と重なっていて7割減との連絡 

に対応し、準備数を減らし、結果、ドリンクは65杯、チョコバ

ナナは80本、生柿が3個1セット単位で91セットの販売結果

でした。今年はメンバー参加が様々な事情で少なかったのです

が、なんとか終え15,000円の協力ができました。ありがとうご

ざいました。ただ、生柿の販売以外は労力の割に利益が少ない

ので再検討が必要かもと反省しました。     （丹羽 記） 

 

 

 

 

 

 

＜山本育海さん支援イベント①（池谷准教授講演会）＞ 

11月18日（土）ＡＮＡクラウンプラザホテル10階にて、 

希少難病ＦＯＰ患者の山本育海さんが企画した講演会が開

催されました。 

会場には、彼を応援する高校生がボランティアスタッフとし

て多数参加。山本さん親子が難病登録を求める署名運動を始

め、難病登録となったことなども初めて知りました。彼の話

の後、池谷真准教授によるiPS細胞の研究の講演では、いか

に未知の世界の研究成果であるか、また治験開始に至るまで

の研究も、約 6800 に及ぶ化合物を調べたという話には驚き

ました。育海さんの呼びかけが多くの人を引き込む力がある

のは、自らが当事者というだけでなく、いかなる場合もあき

らめない姿や、周囲への感謝の姿、そして、語られる未来が

自分だけではなく多くの人との未来だという姿だからだと

感じました。初めて育海さんのお話を聴く機会となり、彼の

人としての輝きに出会い、私も勇気を頂きました。 

（東恭子 記） 

 

＜山本育海さん支援イベント②（交流会）＞ 

講演会に続いて、全国から参加されたFOP 患者及び家族の

皆さん、支援者の皆さんが交流する場が持たれました。苦し

い思いを共有される患者さんが集まられて、情報交換をされ

たりお互いの思いを伝えあったりされて、きっと心の支えを

得られたことと思います。いっくんを小さい時から見守り応

援してこられた先生や学校の仲間達、地域の方々の温かい気

持ちがたくさん伝わってくる会でした。いっくんとお母さん

の生き方が、支援の輪を広げています。交流会には神戸ポー

トから郡さんと二人の参加でしたが、郡さんは乾杯の音頭を

とられ、私は神戸ポートがさせて 

いただいている支援を少しお伝え 

する機会をいただきました。 

会の最後に「いっくんの１、１日 

でも早く研究が進むようにという 

願いをこめての１、ということで 

人差し指で１のポーズ」での記念撮影。 

大きなことはできませんが、私たちができることを見つけて

 

  



  

支援を続けていきたいと思います。  （大野智恵 記） 

 

＜じゃがいもファンド＞ 

毎年、美味しい「とうや」のじゃがいもを待ってくださって

いる協力者のもとへ、クラブメンバーが時間を工夫して運び

ます。注文から保管・在庫管理までしてくださるクラブメン

バーのおかげでこの活動が成り立っていることに感謝して

います。リピーターに加え、新たに購入してくださる方が増

え、今年は636箱を販売することができました。配達を効率

的に行えるよう、メンバーで情報を共有し助け合って活動で

きたことが何よりでした。収益の一部を希少難病FOP 患者

の山本育海さんへの支援に充てることにしています。また、

いのちの電話、WAP にはじゃがいもを原価でお分けし、そ

れぞれの活動に役立てていただくことができました。来年の

販売に向けて、また日頃から購入でワイズに協力してくださ

る方を探していきましょう。それが新たな発展につながるか

もしれません。           （大野智恵 記） 

 

＜りんごファンド＞ 

今年クラブファンドの新たな試みとして、青森の 

美味しいりんご「サンふじ」を販売してみました。 

クラブメンバーの中で青森出身の方がおられ、そ 

の方のお世話で始めることができました。 

今回の購入はメンバー中心ですが、来年は少し周りに広める

ことができるのではないかと思います。日持ちもするので、

長い期間とれたての風味が味わえますし、贈答品としても喜

ばれそうなりんごです。          （大野智恵 記） 

 

＜第２回六甲部地域奉仕・環境事業委員会報告＞ 

日 時：11月20日(月)18:30〜20:00  

場 所：神戸YMCA三宮会館 

内 容： 

１)六甲部きらりと輝くアート展（臨床美術を楽しもう！） 

  2018年4月28日（土）に神戸ポートクラブ30周年と 

  同時開催。各クラブ展示作品の提供と臨床美術講座参加 

者を呼びかける。ライフ&シニア神戸北野の居住者の皆

さんにも参加を呼びかける。 

2）六甲部被災地復興支援事業「ベルマークを集めて被災地

（学校）支援」 

   広報を更に工夫して、成果をあげる努力を続ける。 

3）各クラブの11月までの地域奉仕・環境事業報告 

   できるだけ事業実施後は西日本区へ実施報告書を提出。 

4）環境についての学習会 

    クラブ例会で、環境に関して学習する機会を設ける。 

                  （大野智恵 記） 

 

 

 

＜第21回西日本区大会実行委員会よりお願い＞ 

2018年6月9・10日大野理事の西日本区大会を六甲部とし

て開催します。 

神戸ポートクラブは理事ホストクラブとして協力いたしま

す。クラブ会員全員ポロシャツのユニフォームを着用して

の出席をお願いいたします。 

8日前夜祭・9日バナーセレモニーから開会式と講演会・中

国料理による懇親会、10日は事業主任による表彰と大野理

事から次期理事への交代式です。我がｸﾗﾌﾞから輩出した大

野理事の晴舞台です。クラブ員全員で盛り上げてくださ

い。お願いいたします。         （鈴木 記） 

  

 

神戸 YMCAマンスリーレポート 

①11月14日、神戸ＹＷＣＡ・ＹＭＣＡ合同礼拝が行われ、ｼﾞｪﾌ

ﾘｰ･ﾒﾝｾﾝﾃﾞｨｰｸ氏（関西学院教員）より「かかわる」ことの大切

さを改めて確認されました。今年、「立ち上がり、思い切って

言いなさい～抑圧や、差別におかれた人々の声を」というテー

マのもとで世界の神戸ＹＷＣＡ・ＹＭＣＡが合同祈祷週での祈

りを合わせました。 

②11月18日、「キリスト教の香りとYMCA」のテーマで

YMCAセミナーが開催されました。パネリストそれぞれ

がキリスト教を感じた瞬間やYMCAの職員として感じた

「C」をお話しくださいました。「YMCAは野にある教

会」という言葉に多くの参加者が共感を覚えました。 

③今後の神戸ＹＭＣＡイベントについて 

★12月10日(日)神戸ＹＭＣＡ高等学院教育セミナー 

 「家庭でのコミュニケーションのちょっとしたコツ」 

 時間：13時～15時  講師：廣瀬眞理子氏（関西

学院大学大学院文学研究科受託研究員） 会場：西

神戸ＹＭＣＡ4階 申込：高等学院（078-793-

7435） 

 ★12月10日(日) 神戸ＹＭＣＡ国際協力街頭募金活動 

    時間：14時～16時  場所：神戸元町大丸前 

 ★12月15日(金)神戸市民クリスマス 

    時間：17時～21時30分 場所：神戸栄光教会 

    詳細はwebをご確認ください。 

    http://www.kobeymca.org/shiminxmas/ 

 ★12月15日(金)宝塚チャリティー市民クリスマス 

    時間：19時～21時 場所：宝塚ベガ・ホール 

 ★12月23日(土)神戸ＹＭＣＡベルクワイアーコンサート 

    時間：14時30分開演 場所：神戸芸術センター 

    前売：1800円  

購入先：神戸ＹＭＣＡ（078-241-7203） 

 

 

 

http://www.kobeymca.org/shiminxmas/

