
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” 

1 月強調月間 IBC DBC 

IBC/DBC 締結クラブとの交歓だけでなく、交流を深めて協働事業を検討しましょう。 

金澤市郎 国際・交流事業主任（京都クラブ） 
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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 361 号 

2018 年 1 月 

＜ 2017年 1月の聖句 ＞ 

「とどろけ、海とそこに満ちるもの 世界とそこに住むものよ。 

潮よ、手を打ち鳴らし、山々よ、共に喜び歌え、主を迎えて。」（詩編 98：7-9） 
 

クリスマスに主を迎えた私たちの世界は、喜びに満ちた状況にはありません。北朝鮮の核問題のみならず中

東で、アフリカで、と様々な問題や災害が起きています。平穏なはずの日本でも原発の廃棄が少し進む一方

新たな原発建設が終息の方向が決まらない中で進められています。 

この地上に住むすべての人が共に喜びを分かつ日は来るのでしょうか。そのような日が来るために私たちは

声を上げ、微力ではあってもこの新しい年も働かねばなりません。            （Rev. Y） 

 

 

＜1 月第 1 例会＞ 

2018 年最初の第一例会は、神戸西クラブとの合同

例会として、株式会社 WAP コーポレーション（神

戸市長田区）での移動例会です。 

当クラブの支援先である、同社の岡本正代表取締役

より、新長田を中心に地域と密着して障害福祉サー

ビス事業を展開する同社の取組みについて、講話を

いただきます。支援先のご理解に役立てていただけ

れば幸いです。 

＜記＞ 

日 時 ：2018 年 1 月 11 日（木）18:30〜20:30 

場 所 ：株式会社 WAP コーポレーション 本社      

担 当 ：岡田英之ワイズ 

開会点鐘：井内朋博会長 聖句/祈祷：山崎往夫ﾜｲｽﾞ 

卓話 ：岡本正氏「㈱WAP コーポレーションの取組」 

会食・懇談、諸連絡、今月のうた 

閉会点鐘：大田厚三郎会長(神戸西クラブ) 

 

＜12月出席状況＞ 
出席率：75.0％  (出席数)15/20(算定会員数) 
出席数：ﾜｲｽﾞ15(内ﾒｰｷｬｯﾌﾟ1) ﾋﾞｼﾞﾀｰ6ｹﾞｽﾄ1  

 計22名 
 

 
＜今後の予定＞ 
 

  ＜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 208 
＜2月第 1例会＞ 
2 月 8日(木)18:30〜 神戸 YMCA 三宮会館 201 
＜2月第 2例会＞ 
2 月 22日(木)19:00〜 神戸 YMCA 三宮会館 208 
＜ＹＹフォーラム＞ 
2 月 10日(土)13:00〜17：00神戸 YMCA三宮会館 
＜ｺﾐｭﾆｶ学院・神戸 YMCA日本語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ＞ 
2 月 28日(水) 9:00〜13：00 
兵庫県民会館 県民ホール 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

＜1月のお誕生者＞ 

1 日 鈴木 誠也ワイズ  11 日 小田 浩ワイズ 
16 日 佐野 睦ワイズ   17 日 石坂 和子特別メネット 
 

 

＜2017-2018年度のファンド・累計＞  
            12月        累計 

ニコニコ         0円     7,000円 

物品販売     2,600円   31,900円 

   (じゃがいも、玉ねぎ、りんご、柿チップ等) 

 



  

 

会長メッセージ 

                      井内 朋博  

  

2017 年もあとわずかとなりました。本日 12 月 29 日は最近の仕事の慌ただしさから一息つく時間がで

き、今年最後の会長メッセージを書いています。  

7 月に会長に就任してから半年が過ぎましたが、毎月の例会への出席とブリテン原稿の作成を何とかや

り繰りするサイクルであり、当初掲げた活動方針を今一度見直すと会長としてクラブを引っ張っていくに

はまだまだ力量不足な私です。 

しかし、会長としてクラブの先頭に立たせて頂くことにより、他クラブのワイズメンとの繋がりが広がっ

たこと、支援団体の取り組みの理解が深まったこと等、意義のある半年になったことは間違いありません。

また、先日出席した芦屋クラブの記念例会の盛り上がりにワイズメンズクラブの交流、繋がりを感じるこ

とができました。 

2018 年は我クラブの 30 周年記念例会、大野理事輩出クラブとして迎える西日本区大会の 2 大行事があ

り、会長としての役割の重さを今更ながら感じています。「自分にできることを自分なりに」ですが、残

り半年に臨みたいと思います。 

2018 年が皆様にとって素晴らしい年となりますように願っています。本年もどうぞよろしくお願い致し

ます。 

       

＜12月第１例会 & DBC交流 報告＞ 

日時､場所：2017年12月8日(金) 

  18:45～19:45 特別養護老人ホームオリンピア 

  20:00～21:30 グリーンヒルホテル神戸 

出席者：メンバー14名､ビジター6名､合計20名 

 例年通り､オリンピアでのクリスマス会に参加､混声合唱団

くさぶえの皆さんと歌の贈りものをした｡ 

 その後場所を移し､クリスマス例会＆DBC ナイトを実施｡

会食､歓談の後には､歌や曲の贈りもの(一人一芸)を披露､

出来栄えよりも温かい心を伝え共有する時間となった｡ 

 DBC 東京むかでクラブ会長 城井ﾜｲｽﾞから､最近の取組み､

特に津波の教え石プロジェクト､シニアYYYキャンプ(第2

回を2018/5実施予定)の紹介があった｡ 

 師走の忙しい中､心を豊かにできた一時となった｡ 

 2 次会を城井ﾜｲｽﾞのホームステイ先で実施し､夏の野尻フ

ァミリーキャンプ以来､近況や今後の活動について語り合

った｡ 

 翌日 12/9(土)には DBC 交流会を実施｡10:00 に JR 三ノ宮

へ集合し､小田交流委員長発案の“神戸といえば温泉交流”､

晴天の下､神戸みなと温泉 蓮にて入浴（→次の報告へ続く） 

    (山田 記) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜DBC交流会＞ 

前日のクリスマス会と DBC ナイトにつづき、12 月 9 日

(土)、東京むかでクラブ城井会長を迎え、交流会をもった。

当日は快晴。六甲の山並み、港、海も輝く程。多忙な日頃の

仕事や活動から離れ、2年前に新港第一突堤にできた神戸み

なと温泉へご案内。清潔で広々とした温泉でリフレッシュで

き、その後、階上のレストランで昼食、港や行き交うフェリ

ーや対岸のメリケンパークを眺めながら、日頃の活動、計画、

悩みごとをお互い話し合い、参考になることもあった。 

その後、ポートアイランド先端医療ゾーン内に最近完成し

た「アイ・センター」、IPS細胞を利用する眼専門の治療施

設を見学。実は、城井会長はここの企画アイディアに関わら

れたとのことで、出来上がりに非常に興味をもたれた様子で

した。 

  昼下がりのコーヒーとケーキを新神戸駅近くの「G線」で

とり、CAFÉの庭の樹の落葉も盛り、山並みの彩りも日毎に

冬を思わせるひとときであった。私にとっては初めての参加。

城井会長も言われた様に、「スポーツや創作活動を好きにな

り、楽しくやろう」の一言始め、これからの明るい刺激的な 
 

 



  

活動のヒントも沢山あった交流会であった。   （小田記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜12月第 2例会報告＞ 

1.日時:2017年12月21日(木) 19:00～20:30 

2.場所:神戸YMCA三宮会館208室 

3.出席:井内､大野智､大野勉､小田､郡､鈴木､丹羽､細見､水野

(進行)､山崎､(記録) 10名 

4.内容: 

(1)12月第1例会出席 

･メンバー:井内､井上､大野智､大野勉､小田､郡､佐藤､鈴木､

丹羽､東､松田､水野､山崎､山田､(石坂)  14名 

･欠席:岡田､齋藤､佐野､民谷､橋本､細見､廣瀬献､廣瀬頼8名 

･ビジター:城井廣邦(東京むかで)､山本常雄(西宮)､ 

         大岩雅典､桑野友子､菅原進､羽太英樹(芦屋) 6名 

･出席率:14名＋メーキャップ(細見１)÷20 

  (出席率対象会員数)＝(75)％ 

･充足率:15名＋ゲスト7名÷22(在籍数)＝100％ 

(2)12月度活動報告 

・DBC交流会12/9(土) 参加者：小田､大野智､大野勉､山田 

・神戸ｸﾗﾌﾞ､神戸西ｸﾗﾌﾞ合同クリスマス例会 12/9(土) 

出席者：井内､大野勉､郡 

･国際協力街頭募金12/10(土) 14:00～16:00於 元町大丸前 

参加者：井内､井上､大野智､鈴木､東､松田 

･チャリティーラン評価会 12/11(月)19:00～於神戸 YMCA 出

席者：大野勉 :今年度の反省、会場の件、こども駅伝の件 

･神戸市民クリスマス12/15(金) 17:00～於 神戸栄光教会 

出席者：丹羽、鈴木：高等学院の生徒１１名参加。 

YMCAが事務局をしている。協賛金だけでなく関心をもって 

ほしい。 

･宝塚市民クリスマス 12/15(金) 19:00～於 宝塚ﾍﾞｶﾞﾎｰﾙ  

出席者：大野勉、大野智恵、山崎 

･西日本区大会実行委員会 12/18(月) 18:30～於 神戸 YMCA

出席者：大野勉、水野、鈴木 

  登録の件、ポロシャツの件（鈴木が集約） 

(3)1～3月のクラブ例会 

･1月第1例会 1/11(木)18:30～20:30 於 WAP ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

担当 岡田､山崎(神戸西ｸﾗﾌﾞとの合同例会) 

「WAPの取り組みについて」会費2000円。 

･1月第2例会 1/25(木) 於 神戸YMCA三宮会館208室 

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

  18:30から弁当（手配は郡）お茶は大野智恵が用意。 

YMCA三宮会館201室  卓話者：東善仁氏 

 担当：郡､丹羽  17:30～使用済切手整理 

･2月第2例会 2/22(木) 19:00～20:30 於 神戸YMCA三宮会

館 208室 

･3月第1例会 3/8(木) 18:30～20:30 於神戸YMCA三宮 

会館  卓話者：細見ワイズ 

・3月第2例会3/22(木) 19:00～20:30 於神戸YMCA三宮会

館208室 

(4)今後の予定、他クラブ例会等 

･12/23(土) ハンドベルコンサート  

クラブで支援したチケット10枚は完売 

・12/23(土)芦屋ｸﾗﾌﾞｸﾘｽﾏｽ＆20 周年記念例会 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､橋本､東､山田 

･12/25(月) 神戸真生塾クリスマス祝会 17:30〜 

於 出席予定者:大野智､鈴木(クラブから5000円寄付) 

･2/10(土)YYフォーラム13:00～17:00於神戸YMCA三宮会館 

・2/28(水)ｺﾐｭﾆｶ学院・神戸YMCA日本語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ 

9:00～13:00 於 兵庫県民会館 県民ﾎｰﾙ：5000円支援 

・3/10(土)～11(日)次期会長・主査研修会  

  於 新大阪コロナホテル 

・3月6•7•8東京むかでクラブ企画 YYYスキーキャンプ 

妙高高原ｽｷｰ場 参加予定 大野勉 

･3月3日(土)「揚がれ！希望の凧」開催日の決定 

(5)今後の課題 

･六甲部メネット事業「子どもの貧困」､「一人親家庭」をｻﾎﾟ

ｰﾄしている団体を推薦⇒NPO法人『まなびと』に決定 

･神戸ポート30周年記念例会＆コンサートについて 

① チラシを分担し配る(芦屋ｸﾗﾌﾞｸﾘｽﾏｽ例会、会長､主査

研修会等) 

② 役割分担は今後詰めていく。 

③ きらりと輝くアート展同時開催 

 

＜神戸ＹＭＣＡ国際協力街頭募金＞ 

日時：2017年12月10日（日） 

場所：神戸元町大丸前 14:00～16:00 

毎年この時期に行われる街頭募金活動に初参加しました。 

神戸YMCA職員と留学生、PHD協会の海外研修生、神戸ク

ラブの方々総勢 28 名で呼び掛けました。大勢の行き交う人

混みの中、関心を持って頂いた方が足を停め募金をして下さ 

いました。４万円を超える募金額が集まったそうです。参加

された皆様お疲れ様でした。       (井内 記)  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜キャロルを歌う夕べ＞ 

 12月15日の夜は、宝塚ベガ・ホールで心温まる時間を過

ごさせていただきました。13 回になるチャリティー市民ク

リスマスは、宝塚クラブが中心となり、幼稚園児から若者、

そして熟年者が参加しての豊かな内容のものでした。 

 音楽と劇でつづるクリスマス物語、ポップンリンガーズに

よる感動的なミュージックベル、華やかなフラ、そして会場

のみなさんでキャロルを歌い、フィナーレは「ハレルヤコー

ラス」。会場が一体となって、クリスマスをお祝いしている

ようでした。 

 例年神戸の市民クリスマスに参加しており、今回初めて一

味違うプログラムに参加させていただきました。宝塚クラブ

が、地域に根付いた素晴らしい活動をされていることを実際

体感することができてよかったと思います。 

                  （大野智恵 記） 

 

 

＜芦屋クラブ20周年＆クリスマス祝会＞ 

12月23日（土）に開催されました芦屋クラブの20周年＆ク

リスマス例会に参加させていただきました。 

毎年華やかな芦屋クラブのクリスマス祝会。今年は、例年に

増し総勢150名が全国から出席し、20周年をともに祝う盛大な

ものでした。クリスマス祝会らしく、テーブルにはローソクが

灯され祈りと静寂がもたらされていたのも印象的でした。 

メインゲストのクロード・チアリさんのライブでは、往年の

ヒット曲に皆が酔いしれていました。 

十分に行き届いたおもてなし溢れる会場に、芦屋クラブの皆

様の心遣いを感じながら、楽しいひと時を過ごしました。 

20 周年、おめでとうございます！     （東恭子 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クラブ会員

全員ユニフォームを着用しての出席をお願いいたします。 

とりあえずポロシャツのサイズを調べます。案内を届け

ますのでサイズをお知らせください。 

大会参加要鋼と参加登録用紙等は1月中旬に完成させ全

クラブ宛送ります。 

いよいよ参加登録のスタートです。 

クラブ全員ユニフォームを着て大会を迎えましょう。           

（鈴木 記） 

  

＜お知らせとご協力お願い＞ 

使用済み切手は2月10 日ワイワイフォーラムの日、国

際・交流事業主査（西宮クラブ・万本ワイズ）に集め、六

甲部として東京に送ることになっていますので、2月8日

第1例会の直前17:30～ 切手整理作業を行います。 

各自、集めて頂いている切手とハサミを当日ご持参くだ

さい｡                 （鈴木 記） 

 

 

 

神戸 YMCAマンスリーレポート 
 

① 12月15日、第59回神戸市民クリスマスが行われまし

た。夕刻からのキャロリングに約70名の方々が、メイン

会場の日本基督教団神戸栄光教会には「子どもプログラ

ム」「ほっとタイム」、「青年のつどい」が行われ、ク

リスマス礼拝となる「祈りと祝福のとき」には約320名

の方々が集われ、想いを重ね、つないでゆく教派を超え

た市民クリスマスとなりました。ご準備ご協力くださっ

た皆様、そしてご参加くださった皆様に心より御礼を申

しあげます。 
 

② 12月23日、神戸ＹＭＣＡベルクワイアー「クリスマス

コンサート2017」が神戸芸術センターで行われまし

た。毎冬恒例のコンサートには335名の方々が訪れ、

ベルが奏でる素晴らしい音色に心が満たされ喜びとと

もに、帰り際には口々に感謝の言葉をいただきまし

た。益金は神戸YMCA、そして東日本大震災支援へと捧

げられました。感謝してご報告いたします。 
 

③今後の神戸ＹＭＣＡイベントについて 

★2月10日(土)ＹＹフォーラム 

「ひろげよう～ブランディングから始まるＹストーリー」 

 時間：13時～17時 会場：神戸YMCA三宮会館 

 申込締切：2月2日（クラブで纏めて申込み） 

 

 


