
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」 

2月強調月間 ＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦ・ＳＴＥＰ ｆｏｒ Ａｌｌ 

多くの方々がそれぞれの献金に参加する事ができるよう、それぞれの献金の意義を確かめ合い、そしてその心遣いと思いが、社会を変える一歩に繋がります。 

献金にご協力ください。先人が歩んだ道を私たちワイズメンズが次世代へ。           福島貴志地域奉仕・環境事業主任(熊本スピリットクラブ) 

 
 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

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｡ 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 

＜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 
＜3 月第 1 例会＞ 
3 月 9 日(木)19:00～三ノ宮ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾃﾙ六甲の間 
＜揚がれ！希望の凧 in 須磨海岸＞ 
3 月 11 日(土)10:00～12::00 須磨海岸 
＜次期会長・主査研修会＞ 
3 月 18 日・19 日新大阪コロナホテル 
＜3 月第 2 例会＞ 
3 月 23 日(木)19:00〜神戸市勤労会館 408 室 

＜2 月のお誕生者＞ 

7 日：佐野恵美ﾒﾈｯﾄ   27 日：井内朋博ﾜｲｽﾞ 
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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. 

＜ベルマーク集計 累計＞  
１月 297.4点    累計11930.4点 
 

第 350 号 

2017 年 2 月 

＜ 2017 年 2 月の聖句 ＞ 

「初めに、神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた。神は言わ

れた。『光あれ。』こうして、光があった。」  ＜旧約聖書 創世記１：１－３＞」  

1 月は兵庫県南部では､22 年前の阪神淡路大震災の体験が蘇る月であった｡しかしただ 1 月だけが、災害とその惨禍を

覚えるだけでなく、「あの日」以来、日々自然災害とその背後で顕わになった人災に思いを馳せつつ、「あの災害」を

覚え続けることが大切であろう。6 年前の 3・11 の地震/津波/福島(放射能)で一層この事が深い関心事となった。 

人間が自然災害の被害を、結果としてより大きくしていくとしたら、これほどの悲惨さはないであろう。 

過去の出来事から学ぶことに人間は智恵を持っていないことを歴史は証明してきた。今「原発と放射能」という人間が

創造した巨大な力を前にして、とてつもなく大きな問いの前に立っている。神が創造された自然の世界のなかで、人間

は謙虚に生きられるのだろうか。南海/東南海トラフ等の地震発生は、かなりの確率で起こると言われている。  

(Rev.Nishizawa) 

 

＜２月第 1例会＞ 

2 月は TOF(タイムオブファースト)として、質素な食

事を共にし、その分の献金を捧げます。会員相互のコ

ミュニケーションを大切にした例会を行います。 

          ＜記＞ 

日時：2017 年 2 月 9 日(木)19:00~21:00 

場所：神戸市勤労会館 407 室 

ドライバー(担当)：民谷ﾜｲｽﾞ、廣瀬献児ﾜｲｽﾞ 

開会点鐘：大野智恵会長 

聖句/祈祷：西澤他喜衛ﾜｲｽﾞ 

会食・メンバースピーチ(一人 2 分程度「題は自由」) 

諸連絡､今月のうた 

閉会点鐘：大野智恵会長 

＜1月出席状況＞  出席率：91.7％ 

 (出席総数)22/24 (在籍会員数) 

出席数：ﾜｲｽﾞ22 ，(内メーキャップ4) 

ゲスト4､ビジター2   計28名 

＜2016年度のファンド・累計＞  
         1月        累計 
ニコニコ    9,500円   35,250円 

  物品販売   3,300円   24,450円 



  

会長メッセージ 

                                   大野 智恵 

 ７月に2名、１月に2名、今期、神戸ポートに新しい仲間

を4人お迎えすることができました。六甲部長をはじめ、

EMCの役員の方々に立ち会って頂き、温かい雰囲気の中で

入会式ができましたこと、大変嬉しく有難く思っておりま

す。新入会員の方々には、ワイズのメンバーとしての宣誓

をして頂きましたが、私たちにとりましても、ワイズの精

神を再確認する場となりました。 

 「奉仕」の精神を持って働き、学び、楽しむ。30代から

80代という幅広い年齢層のメンバーがそれぞれの役割を果たし、助け合い高め合ってワイズの活動を展開

していけたらと思います。今期の会長主題は、「ワイズの輪と和を広げよう！」です。様々な活動を工夫

することでワイズの存在を広く知っていただき、メンバーを増やしていく努力をするとともに、より良い

人とのつながりを広げていけるよう、気持ちを新たに残り5ヶ月の会長職を務めさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

＜１月第1例会＞ 

 

里深し老婦抱きて山眠る 

皆さん、こんにちは 

一月の例会の卓話には、熊本阿蘇クラブより小山 哲夫さま

にお越しいただき、ワイズメンズクラブが奉仕しています

日本 YMCA の、設立当初の熊本バンドとその後の熊本の

メンバーを中心とした同志社での活躍などの逸話を通じて、

現在のYMCA に至るまでのお話を拝聞しました。YMCA

が新しい展開を模索している中で、今一度原点に戻り、私

たちの立ち位置を確認できたことに感謝しています。当日

は大野会長の肝いりで、新しい仲間を二人も迎えることが

できたことの式典もあり、小山さんも喜んでいただく一方、

卓話の時間が十分に取れず、これが幸いして再度仕切り直

しとのお言葉も頂きました。次回の御来神と素敵な続編を

期待しつつ、報告に代えさせて頂きます。 

(文責 細見) 

 

＜1月第2例会＞ 

日時：2017年 01月26日(木) 19：00～21：00 

場所：神戸市勤労会館408室 

出席者：井内、大野智､大野勉､小田､郡､鈴木､坂本､丹羽､ 

水野(進行)､山田(記録) 計 10名 

(1)1月第1例会出席 

メンバ：安倍､井内､大野智､大野勉､岡田､斎藤､佐野､鈴木､

高見､西澤､丹羽､橋本､東､廣瀬献､細見､水野､山崎､ 

山田 計18名( 欠席：井上､小田､郡､坂本､民谷､廣瀬頼 計

6名)､ゲスト：2名､ビジタ：:4名 

出席率：18 名＋メーキャップ 4 名(井上､小田､郡､坂本(第

2例会､YYフォーラム))=22名÷在籍数24名＝91.7％ 

(2)1月活動報告 

① 神戸真生塾クリスマス会 12/25(日) 大野智､大野勉､ 

鈴木､民谷､丹羽 

② 西日本区理事キャビネット会 1/8(日)､9(月) 

於 美山､大野智､大野勉､山田 

③ 西日本区大会実行委員会 1/16日(月) 

於 神戸YMCA カレッジ､大野智､大野勉､鈴木､水野 

④ 他クラブ､他部会参加報告:ブリテンに記載 

(3)02～04月クラブ例会予定 

①  2 月第 1 例会(TOF 例会) 2/9(木) 神戸市勤労会館 407

室､お弁当(郡ﾜｲｽﾞにお願いする。飲み物は各自で)､人数

は鈴木ﾜｲｽﾞが集約して郡ﾜｲｽﾞへ伝達する。担当(民谷､廣

瀬献) ※会費は2,000円で経費以外はTOF献金 

②  2月第2例会 2/23(木) 神戸市勤労会館 408室 

③  3月第1例会 3/ 9(木) 関西学院中等部宗教主事 福島 

旭 氏(山崎ﾜｲｽﾞご紹介)､ 「ワンダー(驚き)フル(いっぱ

い)に生かされて～ご機嫌が生み出す笑顔の対話」､於 

三宮ターミナルホテル､担当(佐野､丹羽) 

④  3月第2例会 3/23(木) 神戸市勤労会館 408室 

⑤  4 月第 1 例会 4/13(木) 「自分と調和するボイスアー

ト」 まや はるこ氏(丹羽ﾜｲｽﾞご紹介) 

於 神戸バイブル・ハウス､担当(井上､西澤)､※神戸西ク



  

ラブとの合同例会。お弁当を民谷ﾜｲｽﾞにお願いする｡ 

(4)その他今後の予定 

① YY フォーラム 1/28(土) 13:00～17:00 於神戸栄光教

会､井上､大野智､大野勉､鈴木､東､廣瀬献､山田 

② 東西日本区交流会 2/4(土)・5(日) 於 東山荘､大野智､大

野勉､小田､高見､山田 

物品販売(柿日和､カード) いっくんグッズ販売(FOP広

報)､むかでクラブとのDBC 交流､長野クラブとのDBC

交流も模索する。交流のお土産を神戸から持参。細見ﾜｲ

ｽﾞからの献品も持参 

③ 会長・主査研修 3/18(土)､19(日) 於 新大阪のコロナホ

テル 井内､大野勉､大野智､山田 

会長､主査の費用はクラブから､理事と事務局長分は理

事支援費からとする。 

④ 「被災地復興支援チャリティーコンサート」 

4/22(土)14:00～ 於 聖愛教会 

竹中真氏のジャズピアノ､長田高校合唱､被災地支援報

告；大野勉ﾜｲｽ  ゙

⑤ アジア・パシフィック地域大会 タイ・チェンマイ 

7/21(金)～23(日)､大野智､大野勉､小田､高見､山崎､山田 

(5)今後の課題 

① 2016-2017後半に向けての役割分担の見直し 

ブリテン発送を鈴木ﾜｲｽﾞ｡WAP 岡田ﾜｲｽﾞはブリテン担

当支援をして下さる。橋本ﾜｲｽﾞ会計を検討｡その他の

方々は従来通り担当｡ 

② 「揚がれ！希望の凧」 3/11日(土) 10:00～ 於 須磨海岸 

※ ちとせ幼稚園､WAP､その他の参加を募る｡六甲部へ

情報を回して募る。2月の第1例会で役割分担を決める｡

当日の15:00～17:00は会長､主査と総主事懇談会の予定。 

③ 「被災地復興支援チャリティーコンサート」 役割分担､

チケット販売等 司会：東 恭子､会計：丹羽､受付：鈴木､

看板：佐野､メンバーは､ノルマや負担ということではな

く､みなで実施することを決めたことだから､各自出来

ることをする方向へ｡10枚/人をあずかり5口以上/人､第

1例会の都度､売れ残り分を別の販売をする。他クラブへ

は､神戸：郡､宝塚：山崎､学園都市：鈴木､芦屋：小田 

④ 新玉ねぎファンド 仕入れ：5/6(土)の予定で決定｡   

⑤ 例会における「ニコニコ」 

お誕生日祝い以外のニコニコファンドを回しては｡お金

というより､嬉しいことをみなで共有するというふうに

して行けばどうか。例会の最初に箱を置いておいて実施

する。 

⑥ ポートネームボックス作成に対してのお礼 

東京むかでクラブ 吉田つかさﾜｲｽﾞから送付頂いた｡銀

座クラブ分を回して下さった。 

⑦ 会計中間報告 

丹羽ﾜｲｽﾞからの会計状況に基づき､全体を確認した。支

出について費目が分かり辛い部分があるので皆で今後

確認してすり合わせて行く。 

⑧ ベルマーク活動 

⑨ IBC チェンライクラブと 7 月のアジア・太平洋地域大

会に向けて｡お互いが望めば締結は可能と思うが､活動

を継続するのが難しい､今からは若い世代が中心に考え

て行くべき､アジア大会で様子を聞いてみて考えて行く。 

⑩ さんだクラブ「バレンタインコンサート」(2/11)チケット

10枚預かり｡第2例会出席者が購入(6名)､残り4枚はク

ラブで支援する。 

⑪ クラブの facebookページを作っては.どうか。 

大野勉ﾜｲｽﾞが作って､展開して行く。 

 

＜第21回西日本区大会 第1回実行委員会＞ 

 2017年1月16日(月)於：神戸YMCA 18：30〜 

＊大会案内チラシ:広報委員会から出された3案に対して検

討の結果決まったものを基本に 改良を加えて、次回実

行委員会において決定する。 

＊日本旅行をオフィシャルエージェントに決定 

(採決による) 

＊実行委員会の職務範囲の確認 

＊実行委員会コミュニケーションシステム：アドレス登録

してメーリングリストを作成  

＊第２回実行委員会:2月27日(月)於：神戸YMCA18:30〜 

 

 

＜大阪なかのしまクラブ例会訪問＞ 

＊1月11日(水)18:30～20:30於 ホテルグランヴィア大阪 

出張の機会に恵まれ､初めて訪問出来ました｡2013-14 年

度同期の役員(CS 主任)だった生雲ﾜｲｽﾞに､何時か伺いま

すと話してからのようやくでした｡何ﾜｲｽﾞ(大阪センテニ

アルクラブ)の卓話で’90 年に初めての海外旅行で訪問し

た中国を思い出し､そして現在の中国について､変貌を

正しく認識できました｡感謝です｡(山田 記) 

 

＜西宮クラブ例会訪問＞ 

＊1月13日(金)西宮クラブ第1例会に出席しました。余島

キャンプ元リーダーの会員が多い上に、元リーダーも加



  

わって 50 人を超える例会でした。武田建先生による余

島キャンプのお話で、今井鎮雄元総主事による 

 キャンプ場探しから建設、キャンプ開設をずーと余島キ

ャンプの歴史に沿って関わって来られた様子を話され

ました。     (鈴木 記) 

 

＜その他報告・お知らせ＞ 

＊恒例のさんだクラブバレンタインコンサートは、2月11

日(土・休)14時～ 神戸電鉄フラワータウン駅前の三田

市フラワータウン市民センターで、1,000 円。さんだク

ラブ全員で頑張るコンサートです。参加して応援してあ

げて下さい。チケットは大野智恵会長まで。 

＊BF 使用済み切手処理作業は 1 月第 2 例会で行い、日本

切手、外国切手合計1,200 ｸﾞﾗﾑでした。昨年より増えま

した。１年間通じて周りに声をかけて集めてください。 

＊お年玉付き年賀はがき(CS資金)の当選番号は、 

下二ケタ ４５、５１です。CS資金は元来この当選切手

を各自周りの方から集めて換金して CS 資金に充てるこ

と、だったのですが、現金の方が手っとり早いとのこと

から現金に頼ることが増えてしまいました。今からでも

当選切手を集められる方は CS 資金に上乗せして下さい。 

＊下半期のクラブ会費納入をお願いいたします。 

 例会時に丹羽会計まで、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。 

＊第 20 回西日本区大会の案内は、郵送料節約の為にまと

めて会長宛届きました。例会にて手渡しています。6月10

日～11 日、熊本です。9 日は前夜祭、10 日午後から 11

日ですが、11日午前中は我が大野勉理事就任式になりま

す。今回の参加登録は、個人でのインターネット経由に

よ登録ですが、うまくできない方はＦＡＸによる登録も

可能です。西日本区のホームページから『大会登録のペ

ージ』にアクセスしてください。個人登録された方は必

ず大野智恵会長に届けてください。不明な方は書記まで

お問い合わせください。 

 

＜新しいチャペルのステンドグラス＞ 

＜４月チャリティーコンサートチラシ＞ 

 

 

 

 

 

 

新会館「神戸YMCA三宮会館」もいよいよ完成し、2／

14（火）に竣工前の最終確認が行われます。3月には仮住

まいの新神戸から引越します。 

1．YMCAピンクシャツデー 

2／22（水）にYMCAピンクシャツディが行われます。 

いじめのない社会を目指す取り組みです。シャツでなく

ても、何かピンクの物を身につけることで賛同の意志を

表すことができます。 

2．全国の総主事就退任について 

今年度末で総主事が交替されるYMCAがあります。 

・日本YMCA同盟  島田 茂  → 神崎 清一 

・東京YMCA    廣田 光司 → 菅谷 淳次 

・京都YMCA    神崎 清一 → 加藤 俊明 

・福岡YMCA    向谷 章  → 奥村 洋充 

3．あかしこども広場 

明石駅前再開発ビルの5階にある「あかしこども広場」

の運営業務を公益財団法人神戸YMCAが受託しました。

一時保育をはじめ、様々な事業が順次開始されます。 

神戸 YMCAマンスリーレポート 


