
 

 

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 & body meke 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” 

7月強調月間 評価・計画 

MC-新会員増強と意識高揚：楽しく出会いのある例会作りを通して会員候補を発掘し、メンバー相互が例 

会・事業などで親睦を図り、このような仲間を増やしたいという意識を高めましょう！ 

三科 仁昭 EMC事業主任 （京都東稜クラブ） 

 
 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

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、高見宏【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、斉藤勲【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 355 号 

2017 年 7 月 

＜ 2017 年７月の聖句 ＞ 

「種を蒔く人が種蒔きに出て行った。～中略～耳のある者は聞きなさい。」（マタイ 13：1‐9） 

「だれでも御国の言葉を聞いて悟らなければ、悪い者が来て、心の中に蒔かれたものと奪い取る。道端

に蒔かれたものとは、こういう人である。石だらけの所に蒔かれたものとは、御言葉を聞いて、すぐ喜

んで受け入れるが、自分には根がないので、しばらくは続いても、御言葉のために艱難や迫害が起こる

と、すぐにつまずいてしまう人のことである。茨の中に蒔かれたものとは、御言葉を聞くが、世の思い

煩いや富の誘惑が御言葉を覆いふさいで、実らない人である。良い土地に蒔かれたものとは、御言葉を

聞いて悟る人であり、あるものは百倍、あるものは六十倍、あるものは三十倍の実を結ぶのである。」

（マタイ 13：19－23）（Rev. Y） 

 

＜7月第 1例会＞ 

六甲部杉本部長の公式訪問、会長交代式、入会式、 

松田連絡主事の YMCA の理解を深めるスピーチと新

年度キックオフ例会を飾る内容で開催します。 

          ＜記＞ 

日時：2017 年 7 月 13 日(木) 19:00~21:00 

場所：三宮ターミナルホテル 4 階六甲の間 

     ドライバー（担当）：山田、高見ワイズ 

開会点鐘：井内朋博会長 

聖句/祈祷：山崎往夫ワイズ 

会食：懇親のひとときです。 

卓話：「YMCA 理解」     

     メンバースピーチ 松田道子連絡主事 

諸連絡､今月のうた 

閉会点鐘：井内朋博会長 

 

＜6月出席状況＞  出席率：87.5％ 

 (出席総数)21/24 (在籍会員数) 出席数：ﾜｲｽﾞ
21(内メーキャップ5) ｹﾞｽﾄ1  計22名 

＜7 月第 1 例会＞ 
7 月 13 日(木)19:00〜三宮ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾃﾙ六甲の間 
＜アジア・パシフィック地域大会＞ 
7 月 21 日(金)〜23 日(日) タイ・チェンマイ 
＜7 月第２例会＞ 
7 月 27 日(木) 19:00〜神戸 YMCA 三宮会館 208 
＜8 月第１例会＞ 
8 月 26 日(木)16:00〜神戸真生塾納涼大会 
＜8 月第２例会＞ 
8 月 24 日(木) 19:00〜神戸 YMCA 三宮会館 208 

＜７月のお誕生者＞ 
 １日 山崎往夫ワイズ   2 日 廣瀬献児ワイズ    

 

＜2016-2017年度のファンド・累計＞  
          6月        累計 

ニコニコ     7,000円   59,250円 

  物品販売    8,500円   42,950円 

  新タマネギファンド     252,400円 

＜ベルマーク集計 累計＞  
6月 1226.8点  累計 27795.85点 



 

  

会長メッセージ 

                      井内 朋博   

いよいよ私にとってクラブ会長を務める 2017-2018期を迎えます。 

3 年前にクラブ例会にゲストで出席し、日常の仕事中心の生活とは違った価値ある経験ができそうなワ

イズメンズクラブの活動に惹かれ、入会を決意したことを思い出します。当時は自分が今このように会長

メッセージを書くことになろうとは思いもしませんでしたが！（笑） 

Y’s 及び YMCA に関してはまだまだ認識不足なことが多いですが、クラブの皆様の力をお借りし、自分

にできる事をあまり力み過ぎず頑張っていくつもりです。 

今期は西日本区理事に我がクラブより大野勉ワイズを、そのキャビネットの一員として山田、大野智恵

ワイズを送り出します。その時期に会長ができることを光栄に感じると共に、クラブ全員により彼らが西

日本区の仕事に専念できるようにしっかり支援せねばと思います。 

皆様、神戸ポートクラブが更に輝き魅力あるクラブになるように結束力を高め、互いに協力し合い、楽

しく活動しましょう！よろしくお願い致します。 

       

 

 

＜6月神戸ポート合同第1例会＞ 

 

日時：6月8日(木) 

場所：三宮ターミナルホテル４階 六甲の間 

出席メンバー：安倍、井内、大野智、大野勉､小田、郡、斎藤、  

 佐野､鈴木､高見､丹羽､廣瀬献､廣瀬頼､東､山田､山崎､16名 

ゲスト：佐藤須美子 

 

 

<YMCA理解> （廣瀬頼子ワイズ） 

・幼少の頃からキャンプや水泳等、通っていてYMCAと 

関わりがあった。  

・大学ではスキーキャンプリーダーになりたかったが、ス 

キーができないので、子ども学習支援ボランティアを経 

験。  

・現在は、大学教員として、グローバル・シティズンシッ 

プ教育をテーマにしている。  

 

 ・世界のYMCAは119の国にあり、国連でユースが演説 

したり、大きな位置づけの組織と言える。  

・世界YMCAは8つのエリアに分かれていて、アジア・ 

太平洋地区に日本がある。  

・世界YMCA大会が4年毎にあり、80か国、1,300名ぐ 

らいが参加。2018年は7月にタイのチェンマイで開催 

される予定。  

・世界YMCA同盟常務委員会で予算や方針等が議論され 

ている。  

 ・現在YMCAが社会のニーズから取り組んでいるのは、 

ユース・エンパワーメント、YMCAのミッション、ブラ 

ンディング。  

・YMCAは「制度」ではなく「社会運動」である。  

・世界YMCA同盟がチェンジエージェントとして若者を 

集めてトレーニングをしており、3回実施してきた。  

・実際集まる前に、Web 上でトレーニングしてから会う。 

ピースボートや会合形式等を実施。  

 ・日本YMCAでの位置づけは、常議委員会、ユース委員 

会に所属。  

・日本YMCA大会の企画・運営を担当。  

・先の日本YMCA大会ではみんなでドラム演奏したり、 

クリアファイルを作ったりした。  

・現在は百万人の声調査を実施中。  

 

<今期の反省>  （大野智恵会長）  

・例会の充実、YMCA支援、希少難病患者支援、交流事業、 

ファンド事業をやってきた。各テーマについてコメント 



 

  

頂きたい。  

(小田)IBCドラマチックなものではなく、地味に長続きで 

きると良いと思う。 

  

(佐野)ワッカの古着支援に共感して支援を続けており、有 

意義な機会だった。知らない人が殆どであり発信して 

知って頂くことからで良いのではと思う。  

(東) メネット委員を務めて子供の貧困に取組み、どうやっ 

て継続的に実施して行けるかを考えて、ためになって 

良かった。金銭支援だけでなく、ワッカのように、い 

ろんな方法があるので考えて行きたい。  

(郡) いっ君の病状はさらに進行しており苦しい日々が続 

いているが、WAPに紹介してもらった事で、いろん 

な活動に繋がって行ったので、続いて繋いで行ければ 

と思う。支援に資金が必要なのでじゃがいもファンド 

も引続きお願いしたい。  

(安陪)小さい時からの YMCA との関わりが無かったので、 

廣瀬(頼)さんのお話を聞いて、繋がりが分かった。  

(高見)YMCA幼稚園の出身だったが、YMCAにまた接す 

ることになった。台北も行ったし色々経験したが未だ 

良く解っていない。  

(丹羽)今期半分ぐらいマレーシアに行っていたが、海外に 

居てもつながっていることを実感できていた。会計の 

方はより分かり易く整理している。  

(大野(勉))会長に惹かれて善光寺(神戸ポート)。色々会長に 

させられたが1年間会長よく頑張ったと思う。新しい 

事は沢山でなくても地道にして行ったらよい。齋藤さ 

んに若手を育成して頂いて進んで行ければ良い。  

(佐藤)まだ3ヶ月なので本当にやって行けるかまだ分から 

ないが、カウンセラーの仕事をしており、障害をもっ 

た子供達の書道教育などもしている。自然な流れで入 

会するので何かサポートが出来ればよいと思う。  

(鈴木)自分は一番最初から居るので何でも分かっているよ 

うにしているが、今年は大野(智)会長がリーダーシッ 

プを取ってくれて良かった。どんどん若返ってプラス 

になって行って欲しい。  

(山崎)鈴木ワイズと同様に大野(智)会長がよく引っ張って 

行ってくれたことを思う。年齢構成のバランスが良い 

ので、一緒にできること出来ない事があるが、今後と 

も希望を持って新たなチャレンジをして頂きたい。  

(山田)まだまだみなさん現役でいて欲しい。鹿児島クラブ 

では90歳で入会された方がおられる。DBC、IBC等 

少しでも皆で交流して行ければ良いと思う。  

(井内)交流委員長としてDBC交流企画、IBC交流時のメ 

ッセージ作成が出来た。来期は小田交流委員長を中心 

に、皆で話し合って繋げて行ければ良いと思う。  

(廣瀬(献))六甲部の国際交流主査を務め、行事のリストを六 

甲部でシェアした。それを見てポートのイベントに参 

  加して下さった方もおり良かった。前期会長、今期主 

査で六甲部の中が解った。来期はEMCの活動をして 

行きたい。 （山田滋己 記） 

 

＜6月第2例会＞ 

日時：2017年６月２２日（木）19:00〜20:30 

場所：神戸YMCA三宮会館 

出席：井内､大野智､大野勉､岡田､小田､郡､佐野、鈴木、 

   民谷、丹羽､東､細見､松田､水野､山崎､山田 

＜内容＞ 

１）6月活動報告  

・西日本区大会：6月10(土)・11日(日)於：熊本・菊池 

 大野智、大野勉、小田、鈴木、山崎、山田 

  ※内容と表彰についての報告 

・西日本区大会プログラム委員会：6月19日(月)18:30〜 

 於：神戸YMCA三宮会館 

・他クラブ訪問 神戸クラブ（松田） 

 

２）７～９月クラブ例会予定    

・7月第１例会：7月13日（木）19:00〜21:00 

 2017-2018キックオフ例会 

 会長交代式、入会式、部長訪問、YＭCA理解（松田） 

  ※招待者確認、於：三宮ターミナルホテル  

・7月第２例会：7月27日（木）19:00〜20:30  

    於：神戸YMCA 

・8月第１例会：8月26日(土) 神戸真生塾納涼大会 

・8月第２例会：8月24日(木)19:00〜20:30  

   於：神戸YMCA 

・9月第１例会：9月14日(木)19:00〜21:00 

   於：三宮ターミナルホテル 

・9月第２例会：9月28日(木)19:30〜20:30  

      於：神戸YMCA 

 

３）今後の予定    

・西日本区大会実行委員会：6月26日(月)18:30〜 

    於：神戸YMCA 

 ・YMCA定期総会：6月30日(金)18:30〜於：神戸YMCA 

・第一回六甲部評議会：7月8日(土)於：神戸YMCA 

  第一部評議会 13:30〜16:00   

  第二部懇親会及び神戸YMCA感謝会16:30〜18:30 

・アジア・太平洋地域大会：７月21日(金)〜23日(日) 

     於タイ・チェンマイ 

   参加：井上､大野智､大野勉､小田､高見､松田､山田 

 



 

  

４）今後の課題  

・退会者（安倍さん、西澤さん）6月22日付け手続き 

・入会者（佐藤須美子さん）手続き 

・神戸ポートクラブ会計 

  2016-2017収支決算・2017-2018予算 

・理事輩出クラブとしての取り組み 

・クラブ内役割の確認（引き継ぎ） 

・その他 

 

５）その他（YMCAから） 

・ワークショップ難民：6月28日(水)・7月11日(火) 

  18：30～於：神戸市青少年会館 

・神戸ＹＭＣＡ総会：6月30日(金)18：30～ 

  於：神戸ＹＭＣＡ三宮会館 

・神戸ＹＭＣＡ高等学院開校15周年記念7月1日(土) 

  14：00～（於：学園キャンパススクエア）  

・ホストファミリー募集 

 （Ａ）日本語語学プログラム 7/22-8/4 2週間 2組 

 （Ｂ）日米親善バスケットボールプログラム  

    7/29-8/1 4日 9組 

 

＜西日本区大会に参加して＞ 

 大きな地震に見舞われた熊本の地での西日本区大会は、

大変なご苦労があったにも関わらず、750 名の参加を得、

一年間頑張ってこられた成果を十分に発揮された素晴らし

いものでした。前夜祭から大変盛り上がり、会場となった

菊池市の市長さんのご挨拶も若々しく元気溢れていました。 

 大会1日目は、菊池文化会館にて、バナーセレモニーの

後、代議員会報告、部長報告等様々な報告がありました。

その後熊本市内へ会場を移し、大会懇親会では趣向を凝ら

したプログラムの中で交流を深めました。 

 

 2 日目は、聖日礼拝の後、事業主任の報告・表彰・引継

式と続きました。 

 神戸ポートクラブは、各事業において「目標達成賞」「優

秀賞」と、理事表彰として五つのクラブに贈られる「西日

本区優秀クラブ賞」を頂きました。表彰されることを目的

に活動しているわけではありませんが、頑張りを認めてい

ただけたことは嬉しいことでした。 

 理事引継ぎ式では、次期理事メネットと理事輩出クラブ

の会長の役割がありました。次期理事メネットとしては聖 

 

書を、会長としてはホームクラブフラッグを手渡され、改

めてその役割を重く受けとめました。「いよいよね、大変

ね。」とよく言われますが、皆さまのお支えのもと、今ま

で以上に広範囲な活動によって見識を広め、豊かな交流を

させていただけることを楽しみながら、感謝の気持ちを持

って努めてまいりたいと思います。 

 来年の神戸大会に向けて、シンボルカラーの若草色のリ

ボンを巻いたカンカン帽を被ってスマートにアピールもで

き、来年は神戸なんだなという思いを強くして、熊本大会

は終わりました。（大野智恵 記） 

 

 

 
＜西日本区大会表彰＞ 

 西日本区大会において、下記の件について表彰されまし

た。ワイズの活動では、達成目標を設定し、達成したクラ

ブには、各事業主任から表彰されます。また、特に優秀な

部門については、優秀賞、最優秀賞を得ることもあります。 

 

  理事表彰西日本区優秀クラブ賞 

  Yサ・ユース献金優秀クラブ賞 

   EMC事業優秀賞 

   ノンドロップクラブ賞 

   ユース支援優秀クラブ賞 

   地域奉仕・環境事業目標達成賞 

   BF100%達成クラブ賞 

   YES献金100%達成クラブ賞 

 

 



 

  

＜神戸ポートクラブ2017-2018 活動方針・計画＞ 

○ 活動方針 

・例会を含めた年間行事を充実させるため、周到な計 

画、役割分担を図り、活性化させる。 

・クラブ内のコミニュケーションを大切にお互いを尊 

重し、充実した楽しいクラブ運営ができるように協 

力する。 

・幅広い年代層が集う神戸ポートクラブの特性を活か 

し様々な意見を取り入れる。 

・神戸YMCA国際奉仕センターと連携しサポートす 

 る。 

○ 活動計画 

 １）例会・EMC活動 

 ・全員が参加できるように場合により移動例会も考  

  案し調整する。 

   ・友人・知人を誘いメンバー増員を図る。 

   ・被災地復旧復興支援（被災地訪問、チャリティー 

    コンサート、揚れ！希望の凧）を続ける。 

   ・昨年に続きベルマーク運動を推進する。 

  ２）YMCA支援（Yサ・ユース） 

 ・神戸YMCA主催の行事に継続参加し支援する。 

   （チャリティーラン、YYフォーラム） 

 ・神戸YMCA三宮新会館の記念コンサートを開催 

    する。 

 ３）地域奉仕活動 

  ・恒例行事である地域奉仕活動を継続する。 

  （真生塾の納涼大会に出店、特別養護老人ホーム 

  「オリンピア」のクリスマス会参加、福祉事業所 

  「WAP」との協働～イベント参加 

  ・希少難病患者（FOP難病患者 山本育海さん）の 

   支援を継続して行う。 

 ４）交流事業 

  ・DBC東京むかでクラブとの交流を活発に行う。 

  ・IBCシアトルダウンタウンサービスクラブとの継続 

   交流 

・タイ チェンライクラブとのIBCを目指した交流を 

 継続する。 

 ５）ファンド 

  ・たまねぎ・じゃがいも購入ファンド、及び出店によ 

   るファンドを継続する。 

 ６）広報活動 

・クラブブリテンを充実させホームページによるクラ 

 ブ活動を紹介する。 

○その他計画・特記事項 

  ・大野勉西日本区理事を支援する。 

  ・大野智恵地域奉仕・環境事業主査との協働 

＜クラブ内役割分担表 2017-2018年度＞ 

会長 井内朋博 

副会長 水野雄二、高見宏 

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 

チャプレン 山崎往夫 

監事 山崎往夫、齋藤勲 

直前会長 大野智恵 

連絡主事 松田道子 

Ｙサ･ユース 廣瀬頼子、井上真二、大野勉 

地域奉仕 民谷清、郡美恵子 

ＥＭＣ 廣瀬献児、佐野睦 

ファンド 郡美恵子、大野智恵 

交流 小田浩、山田滋己、高見宏 

広報・ﾌﾞﾘﾃﾝ 岡田英之、細見俊雄、大野勉 

広報・ＨＰ 細見俊雄、佐野睦 

プログラム 水野雄二、井上真二、廣瀬献児 

メネット連絡 東恭子 

メール委員 井内朋博 

地域奉仕・環境主査 大野智恵 

西日本区理事 大野勉 

理事事務局長 山田滋己 

理事事務局員 大野智恵 

 

神戸 YMCAマンスリーレポート 

①６月２４日（土）夏季余島キャンプ開会式 

  夏季余島サマーキャンプの開催を迎え、余島ユースリ 

ーダーとともに開会礼拝を行いました。どうぞ参加する 

子どもたち、関わるリーダーたちを覚え、ともにお祈り 

ください。 

②６月３０日（金）神戸ＹＭＣＡ総会 

  日本基督教団聖愛教会の小栗献牧師に奨励いただき、

総会構成員の皆様とともに三宮会館で３年ぶりに総会

を開催することができましたこと心から感謝申しあげ

ます。 

③７月１１日（火）ワークショップ難民 

         時間：18：30～20：00 

         場所：神戸市青少年会館 

http://www.kobeymca.org/common/top_img/pdf/20170614.pdf 

④７月２２日（土）神戸ＹＭＣＡ学院専門学校日本語学科 

         ホームカミングデー 

⑤７月３０日（日）日米親善バスケットボールプログラム 

（北カリフォルニア日本文化コミュニティセンター来日） 

時間：９時３０分～１３時３０分 

         場所：学校法人啓明学院 

 

 

http://www.kobeymca.org/common/top_img/pdf/20170614.pdf


 

  

神戸ポートワイズメンズクラブ1年をふり返って（主な活動） 

揚がれ！希望の凧 3月11日 

被災者のことを忘れず、心を結

び復興を願う気持ちを表すため

に、他地域で開催される同イベ

ントと連動して凧揚げ大会を開

催しています。 

  特養オリンピアで 

 クリスマス会  12月 

くさぶえ合唱団の協力を得

て、利用者さんとともにクリ

スマスをお祝いし、楽しいひ

と時を過ごします。 

 

  ベルマークを集める 通年 

ベルマーク運動に参加して、

被災地の学校を支援します。

点数の集計は、支援先のWAP

に協力してもらっています。 

「捨てればごみ、集めれば宝」 

ご家庭で眠っているベルマー

クはありませんか？ 

 

チャリティーコンサート 

被災地の復興を願い、コンサー

トを続けています。毎回、趣旨に

賛同してくださる演奏者のおか

げで、様々なジャンルの音楽を

楽しんでいただいております。 

 
毎年4月か5月 

 

チャリティーラン 11月3日 

秋の一日、しあわせの村

で、子供も大人も楽しく 

走り、その参加費で障がい

児のプログラムを支援し

ます。 
 

 

真生塾納涼大会 8月 

児童養護施設真生塾の夏祭

りにおいて、たこ焼きとと

うもろこしの出店で盛り上

げています。 

出店で協力 

タピオカドリンクとチョコレ

ートバナナ、奈良・明日香のお

いしい柿も好評でした。 

毎年、販売収益金を,YMCAに

献金しています。 

 

 

DBC・IBC交流 

東京とシアトルのクラブと交流

を続けています。定期的に訪問

し合ったり、活動を助け合った

りしています。 

8月・12月 例会（毎月第２木曜日） 

毎回、様々な分野で活躍さ

れる方をスピーカーにお

招きして興味深いお話を

していただき、視野を広げ

ています。 

 

 
アメリカ・シアトルにて 

 
東京むかでクラブと合同  

ファンド活動 

じゃがいもや新玉ねぎの販売

をして、奉仕活動のための資

金集めをしています。購入に

協力してくださる方々によっ

て成り立つ活動です。 

 


