
 

 

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” 

 ９月強調月間 Menettes 

各クラブでメネット例会を企画し、メネットの参加を促しましょう。国内プロジェクトへの理解を深めま

しょう。                         中道京子 メネット事業主任(神戸クラブ) 
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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｡ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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 357 号 

2017 年 9 月 

＜ 2017年 9月の聖句 ＞ 

＜互いに愛し合うことのほかは、だれに対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は、律法を全

うしているのです。「姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな」、そのほかどんな掟があっても、「隣人

を自分のように愛しなさい」という言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから、愛は律法を

全うするものです。＞(ローマの信徒への手紙 13：8-10) 

 現在は世界の多くの場での紛争、テロの脅威であふれている。最近の映画や TV ドラマでもあまりにも多

くの殺人がテーマになっている。かつて学生時代に漫画やアニメが青少年に与える影響について調べたこ

とがあるが、それと同じようなことが今起こっている。これまでになく殺人が多いのはそのせいではないか

と思われる。隣人どころか、家族さえ愛せない状況が存在する。互いが心を許しあえる社会、世界を作る努

力をしたいものである。少なくともワイズや YMCA はそのことに寄与している。(Rev. Y) 

 

 

 

＜9 月第 1 例会＞ 

9 月は神戸 YMCA と共同して行事を行うなど、日頃から

親しい仲間として身近にある神戸 YWCAについて西本総

幹事をゲストに迎えてスピーチを伺います。知ってい

るようで知らない YWCAのチャレンジを学びます。 

          ＜記＞ 

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 4階六甲の間 

     ドライバー(担当)：東、丹羽ワイズ 

開会点鐘：井内朋博会長 

聖句/祈祷：山崎往夫ワイズ 

卓話：「神戸 YWCA のチャレンジ」 

         神戸 YWCA 西本玲子総幹事 

諸連絡､今月のうた 

閉会点鐘：井内朋博会長 

 

材料の準備  郡、大野智、丹羽  

 

＜8月出席状況＞ 
 
出席率：77.3％  (出席総数)17/22(在籍会員数) 

出席数：ﾜｲｽﾞ17(内ﾒｰｷｬｯﾌﾟ5)       

ｺﾒｯﾄ 1 ｹﾞｽﾄ 3       計21名 

＜今後の予定＞ 
 

＜9 月第１例会＞ 

9 月 14 日(木)19:00〜 三宮ターミナルホテル 

＜六甲部部会＞ 

 9 月 24 日(日)13:30～ 神戸ＹＭＣＡ、六甲荘 

＜9 月第２例会＞ 

9月 28日(木) 19:00〜 神戸YMCA三宮会館 208 

＜10 月第１例会＞ 

10 月 12 日(木)19:00〜 三宮ターミナルホテル 

 
 

 
 

＜9月のお誕生者＞ 
          該当者ありません 
  

 

＜2017-2018年度のファンド・累計＞  
          8月        累計 

ニコニコ        0円    2,000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   

日中はまだ厳しい残暑が続きますが、朝晩少しずつ爽やかな気候になるのを感じます。 

私自身、８月は２クラブの例会に訪問させて頂きましたので、ここで簡単にではありますが報告致します。 

５日は、さんだクラブの安行会長が営むお寺で開催された特別例会に出席しました。六甲部他クラブから

出席のワイズメンバーや地元の方達と共にお寺でピアノジャズを聴く初の経験ができ、心地良い音色に癒

されました。その後、三田祭りによる花火の打ち上げを絶好の場所からゆっくりと鑑賞し、素敵な例会を

楽しめました。 

また、１２～１４日は DBC 東京むかでクラブの特別例会を兼ねた東京 YMCA 野尻キャンプ場に行って

きました。昼間は野尻湖のクルーズや散策、夜は月明りの下で行動し、電気のない宿泊所(キャビン)で就

寝した生活は日頃の喧騒から離れ、新鮮で贅沢な２泊３日となりました。 

このように他クラブのメンバーと触れ合い、貴重な体験ができるのもワイズ活動の醍醐味であり、心身

のリフレッシュになると感じました。このような場を共有できた方々にお礼を申し上げ、ひと夏のよき思

い出ができたことに感謝致します。 

       

＜8月第1例会報告＞ 

日時：2017年8月26日(土)16:00～19:00    

場所：神戸真生塾 

出席：16名(メンバー12＋コメット1＋ｹﾞｽﾄ 3) 

夏の例会といえば、毎年恒例、「神戸真生塾納涼大会」

屋台のおっちゃん、おばちゃんになる日です。ポートクラ

ブチャーターの年から始まって29年続いています。4時に

は台所でのたことたまごを使った仕込み、販売所ではたこ

やき器の設置と、団取りはすっかり板についています。何

よりたこ焼きを焼く手さばきは、職人の域に達しつつあり

ます。ステージでは、たくさん練習した子どもたちのパフ

ォーマンス。たこ焼きは144食が完売、その販売分14,400

円＋材料代 5,635 円合計 20,035 円を真生塾に貢献するこ

とができました。クラブ 12 名以外に大野勉・智恵さんの

コメット拓さんと従兄の稲田さん、佐藤さんのお友達でし

た。16名と多くの方々の参加でしたが、役割を交代しなが

ら楽しみながら奉仕活動が出来ました。また、もう一つの

大きな貢献は食券を買ってできるだけ多く飲食することで

した。ともかく全てが安いので千円食べるのも大変でした

が、中高生やスタッフの受け持つ他のお店で買うことで交

流も深まりました。           (鈴木 記) 

 

 

＜8月第2例会報告＞ 

日時：2017年8月24日(木) 19:00～20:30 

場所：神戸YMCA三宮会館208室 

出席者：井内､大野智､大野勉､岡田､小田､郡､鈴木､丹羽､ 

        細見､松田､水野(進行)､山崎､山田 13名 

(1)8月第1例会出席 

･8/26(土)(今月は第2例会より先の予定)の結果による｡分

母となるメンバー数について､佐野ﾜｲｽﾞ広義会員を申請､

齋藤ﾜｲｽﾞ功労会員申請へ､高見ﾜｲｽﾞ 8/24 付で退会届を提

出とし､9月から21名に｡ 

(2)8月度活動報告 

･ 7/31(月) 六甲部 地域奉仕･環境事業委員会 

於 神戸YMCA 大野智､郡 

･ 8/ 2(水) 六甲部 メネット事業委員会 於 神戸YMCA 東 

･ 8/ 7(月) 六甲部 Yサ･ユース事業委員会 於 神戸YMCA

台風の影響で中止｡9/4(月)に変更 

･ 8/ 9(水) 六甲部 EMC事業委員会 於 神戸YMCA 廣瀬献､ 

大野智､大野勉､松田 

･ 8/12(土)～14(月) DBC 東京むかでクラブ 野尻キャン&

特別例会(8/13(日)) 井内､大野勉､山田 

(3)8～11月のクラブ例会 

･ 8月第1例会 8/26(土) 神戸真生塾 納涼大会 担当: 

鈴木､郡 

･ 9月第1例会 9/14(木)19:00～21:00  三宮ターミナル

ホテル 担当：東､鈴木 卓話者：神戸YWCA総幹事 西本玲

＜9月第 1例会スピーカー紹介＞西本玲子さん 

1962 年、兵庫県生まれ。1985 年に学習院大学文

学部哲学科美学芸術学科卒業後、マーケティン

グ会社、国際援助団体の国内事務所等で働いた

後、2011 年 4 月、東日本大震災の被災者支援の

ために職員を募集した神戸 YWCA に入職。福島

の放射能被災下に生活する家族のためのセカン

ドハウスプログラムを担当する他、地域住民へ

の配食・会食活動などを行う分室担当を経て、

2017 年 4 月から総幹事となる。西宮市在住。 

 



 

  

子氏「神戸YWCAのチャレンジ」 

･ 9月第2例会 9/28(木) 19:00～20:30 神戸YMCA三宮会

館208室 

･10月第1例会 10/15(日) 15:00～17:00須磨『奏喜』担

当：大野智恵､橋本 ゲスト：竹中真氏による演奏 

･10月第2例会 10/26(木) 神戸YMCA三宮会館 208室 

･11月第1例会 11/9(木) 19:00～21:00 三宮ターミナル

ホテル 担当：水野 卓話者：ワイズネット事業組合代表 

豊田崇司氏(大野勉ﾜｲｽﾞ友人) 

･11月第2例会 11/30(木) 神戸YMCA三宮会館 201室 

(4)今後の予定 

･ 9/4日(月) 19:00～20:30 六甲部Yサ・ユース事業委員

会 神戸 YMCA 三宮会館 出席予定者：井上(総主事)､松田

連絡主事､廣瀬頼ﾜｲｽﾞ 

･ 9/16(土) 9:00～15:30 六甲部国際交流事業ローンボウ

ルズ大会 しあわせの村 参加希望者は 8/29(火)までに井

内に連絡⇒8/31(木)に六甲部に連絡 

･ 9/24(日) 13:30～18:00 六甲部部会 神戸YMCAチャペル

～六甲荘 メネットアワー11:00～12:30 神戸YMCA 

申込み締切日：9/10(日) 井内会長がまとめて行う 

･西日本区他部会参加希望者は井内まで連絡願います｡ 

(九州部部会(10/1)は小田さんが参加) 

･10/29(日) 神戸YMCA秋祭り 三宮会館､ファミリーウェル

ネスセンタ 神戸ポートはチャペルでのコンサート 

第 2回 実行委員会が9/6(水)18:30～神戸 YMCA三宮会館

にて開催⇒神戸ポートからも可能な方は出席願う。 

･チャリティーラン 11/3(金) しあわせの村 

･クリスマス例会 12/8(金) ※むかでクラブとの交流の計

画(交流委員) 

･街頭募金 12/10(日) 

(5)今後の課題 

・神戸YMCA秋祭りでのｺﾝｻｰﾄ参加について(担当、役割) 

･じゃがいもファンドについて 9月第2例会で情報を持ち

寄り売価を定める｡ 

･1 月度第１例会を WAP での移動例会で検討 ⇒ 1/11(木) 

例会場所の使用可否を岡田ﾜｲｽﾞが確認する｡ 

･来年度からの第1例会の会場選定について 今出てきてい

る場所の他にも候補を出して検討する。 

･神戸ポートクラブ30周年記念式典 4/28(土) 開催 

企画運営は廣瀬(献)、東､井内にて行う予定であるが 

他のｸﾗﾌﾞﾒﾝﾊﾞ-にも援助して頂きたい。会場は神戸YMCA三

宮会館ﾁｬﾍﾟﾙを午後から使用することで松田連絡主事が

調整中｡ｱｰﾄ展併設を検討する｡ﾎﾟｰﾄｸﾗﾌﾞの恒例となって

いるｺﾝｻｰﾄを核に検討する｡西日本区への日程連絡は会長

から六甲部部長経由でお知らせする｡ 

＜六甲部メネット事業担当者会＞ 

8 月 2 日に 2017 年度六甲部メネット事業担当者会が神

戸YMCAで行われました。 

西日本区メネット事業主任中道京子さん、六甲部メネッ

ト事業主査の松本美耶子さんのもと、今年度はメネット事

業が実施されます。昨年度に引き続き、「子どもの貧困」

を取り上げ、私たちができることを考え行動していきます。

9月24日(日)に開催される六甲部会のメネットアワーへの

ご参加もお待ちしております！ 

＊事前学習に「見えない貧困～未来を奪われる子どもたち」

(you tube)をご覧いただくことをお勧めします。 (東 記) 

 

＜西宮・芦屋クラブ合同納涼例会＞ 

 8月16日、ホテル竹園芦屋で開催されました西宮・芦屋

クラブ合同納涼例会にお誘いいただき、暑さ忘れる良い時

間を過ごさせていただきました。芦屋クラブの島田ワイズ

による軽快な司会進行により、内容豊かな２時間半は大変

心地よいものでした。美味しいお食事、心躍るカントリー、

そして体もウキウキする楽しいダンス。更に、芦屋クラブ

の入会式、西宮クラブの入会者候補紹介もあり、六甲部の

明るい未来を感じさせる会となりました。 

 また、今年度の六甲部の地域奉仕・環境事業の一つとし

て取り組む「ベルマークを集めて被災地支援」のアピール

を促してくださり、お心配りをありがたく思いました。 

 これからも、共に活動を有意義なものとしていけるよう、

交流を深め気持ちをつないでいく機会を大切にしたいと感

じることができた例会でした。     (大野智恵 記) 

 

＜宝塚･さんだクラブ合同納涼例会(山田)＞ 

8/16(水) 18:30～20:30 於 宝塚ホテル 

建替予定されている宝塚ﾎﾃﾙでのﾋﾞｱﾎｰﾙ形式の例会に 2 年

ぶりにﾋﾞｼﾞﾀｰ訪問した｡安行会長のｵﾏｰﾝ訪問のｽﾋﾟｰﾁと沢山

のﾋﾞｰﾙ､ﾜｲﾝを頂き､とても満足して帰途についた｡(山田 記) 

 

＜小田浩ワイズ タイ、チェンライ訪問記＞ 

7 月 21 日～23 日にタイ、チェンマイにて開催されまし

たアジア・パシフィック地域大会に先立ち、小田ワイズが

チェンライを訪問され、その記事を頂きましたので、ここ

で簡単ではありますが紹介します。 

7/18(火)バンコク発、1時間20分程度のフライトで15:25

チェンライ着、現地は自然豊かであるが天候不順が続いて

おり、この日も30分程の集中豪雨に見舞われる。 

7/19(水)ミャンマー国境の山上の村、パヒ村のコーヒー

農園を訪問、YMCAのフォン氏の案内によりチェンライか

ら片道 2 時間 30 分の山道を大型 4 輪駆動車で向かう。到

着後は絶景を見ながら美味しいコーヒーを頂く。ここの高

品質のコーヒー指導は日本人であった。7/20(木)熊本クラ



 

  

ブの堤弘雄氏(熊本YMCA元総主事)、ソーシー氏、フォン

氏と共にチェンライの『若竹荘』を訪問、ここは山岳民族

アカ族の子供達の支援施設であり、熊本クラブも支援者の

ひとつである。(神戸ポートから3年程前に山崎ﾜｲｽﾞ、大野

勉ﾜｲｽﾞも訪問されている)『若竹荘』では15名程の子供達

に歌で歓迎してもらった。小田ﾜｲｽﾞも3分間のスピーチで

応じた。今回で3回目のチェンライ訪問であり、短い期間

であったが再会や新たな出会いがあった。小田ﾜｲｽﾞからチ

ェンライクラブとアカ族出身者の通訳ヨハン氏の活動に寄

付をされたとのことです。        (井内 記) 

 

＜DBC東京むかでクラブ特別例会に参加して＞ 

日時：2017年8月12日～14日 

場所：東京YMCA野尻キャンプ場 

12日の早朝、須磨駅を大野勉ﾜｲｽﾞ、山田ﾜｲｽﾞ、井内の３

名で勉ﾜｲｽﾞの車で出発。昨年に続き京都めいぷるｸﾗﾌﾞの山

川新一ﾜｲｽﾞが途中から同乗しました。現地到着～ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮ

ﾝを行い、夕食までの間に恒例の『まだらおの湯』へ４人で

行き汗を流しました。夜はむかでｸﾗﾌﾞのﾜｲｽﾞ、ﾒﾈｯﾄの方々

と美味しいお酒を頂きながら語らい、勉ﾜｲｽﾞのｷﾞﾀｰと東京

からｹﾞｽﾄ参加の田下さんのﾊﾞﾝｼﾞｮｰ演奏による合唱もあり、

賑やかに時間は過ぎました。 

13 日はｷｬﾝﾌﾟに参加のﾎﾞｰｲｽﾞと共に早朝の旗揚げ式～礼

拝に参列、昼間はﾖｯﾄに乗り野尻湖のｸﾙｰｽﾞやﾄﾞﾗｲﾌﾞなどを

楽しみ、夕方から“きつつきﾊｳｽ”にて特別例会が開催されま

した。ﾋﾞｼﾞﾀｰは我々関西組の他、長野ｸﾗﾌﾞ、信越妙高倶楽

部、YMCA職員、ｹﾞｽﾄでは台湾から研修で来日中の女性２

名も加わり大勢になりました。城井会長の開会点鐘に始ま

り、卓話は大野勉西日本区理事がﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄを用い、理事方

針の発表や熊本を訪問し、むかでｸﾗﾌﾞから車椅子が寄贈さ

れた事、その他色々な視点での話をされました。例会後も

懇親会は続き、ｼﾆｱｷｬﾝﾌﾟ、川口こども食堂支援の事など、

むかでｸﾗﾌﾞが取り組んでいる活動を伺いました。 

14 日は神戸での

西日本区大会委員会

があった為、皆さん

との名残を惜しみ早

朝にｷｬﾝﾌﾟ場を跡に

しました。 

   (井内 記) 

 

＜第１回六甲部EMC事業委員会の報告＞ 

 2017年8月9日(水)午後６時より六甲部EMC事業委員会

が神戸市青少年会館で開催されました。ﾎﾟｰﾄｸﾗﾌﾞからは、

大野勉、智恵、松田道子、廣瀬献児ﾜｲｽﾞが参加しました。 

当委員会では六甲部の現状と将来について、各ｸﾗﾌﾞの状

況を情報共有しながら話し合いましたが、ﾒﾝﾊﾞｰｼｯﾌﾟの拡充

についてはどのｸﾗﾌﾞも試行錯誤しており、六甲部全体でよ

り良いｱｲﾃﾞｱを出し合ったり、入会の可能性がある方にｱﾌﾟ

ﾛｰﾁをすることが重要との再確認されました。 

 新しく会員を勧誘するために、いかにﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞの特

色を打ち出していくかという点については、YMCAのミッシ

ョンを支えるという意見が出されました。EMC を推進する

ために、ワイズとYMCAが緊密に協力してYMCA運動を盛り

上げていくこと自体が重要だとの理解が深まりました。 

 またどのような方に勧誘活動をしていくかという点につ

いては、よりターゲットを絞ったリーフレットを作成すべ

き等、様々な意見が出されましたが、今後より議論を深め

ていくことになりました。例えば「若手」という言葉をと

っても、人によって非常に異なる年代層を指す場合もあ

り、共通理解を得ることも今後の会議では必要なことと思

われました。          (廣瀬 献児 記) 

 

 

神戸 YMCAマンスリーレポート 

①余島キャンプ2017年度閉会礼拝 

8月31日(木)17時30分～、三宮会館チャペルにて閉

会礼拝が行われました。 

今夏も子どもたちが余島のゆたかな自然の中で交わり、

めぐみゆたかな時を過ごすことができました。お支えく 

ださいました多くの皆様に心より感謝申しあげます。 

②神戸ＹＭＣＡ学院専門学校 生活備品ご提供のお願い 

日本語学科後期から新たに約40名の留学生が神戸で 

の生活を始めます。神戸の生活を少しでも快適に始めら

れるように留学生に生活備品を配布しています。ご自宅

に眠っている新品の食器やﾀｵﾙ、洗剤、ﾊﾝｶﾞｰ等ございま

したらご寄贈くださいますようご協力をお願い致しま

す。 

 受 付：10月4日(水)迄、問合先：神戸ＹＭＣＡ学

院専門学校日本語学科(078-241-7204) 

③今後の神戸ＹＭＣＡ三宮会館イベントについて 

★9月16日(土)神戸こどもの育ちを支えるヒント 

 時間：10 時～12 時、申込先：神戸ＹＭＣＡ西宮ブラ

ンチ(0798-35-5987) 

★10月1日(日)ｵｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ表出解禁 

ロゴマーク表出イベント開催予定 

★10月28日(土)三宮会館竣工記念『私の福祉感』 

時間：13時～15時、講師：阿部志郎氏(横須賀基督教

社会館館長)、費用：500円(資料代)、申込先：神戸

YMCA本部事務局(078-241-7201)、定員100名（事

前予約制）、共催：ひょうご子どもと家庭福祉財団 


