
  

 

 

  

 

 

 

 

神戸ポートクラブ会長(CP)水野雄二「できることを、できる時に、できるだけ楽しく奉仕」“To serve as possible, as much fun as possible, when possible” 

 

国際会長(IP) Moon Sang Bong (韓国) “Yes,we can change.”「私たちは変えられる」 
アジア地域会長(AAP)田中博之(東京多摩みなみ) “Action” 「アクション」 

西日本区理事(RD) 遠藤通寛(大阪泉北)「未来に残すべきものを守り育てる」“Let’s Protect and Cultivate What Should Be Passed on to the Future. ” 
六甲部部長(DG)太田厚三郎(神戸西)「六甲部は、一つの体。共に助け合い、部全体の発展向上をはかろう。」 

10月強調月間 BF EF 

国際組織であるワイズの一員として、一人一人がワイズの発展に貢献いたしましょう。 

                         中井 信一 国際・交流事業主任（奈良） 

  
 

 

       

 

  

 

 

 

え 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018―2019 年度クラブ役員 
  【会長】水野雄二【副会長】丹羽和子・大野勉【書記】山田滋己、宮内伸浩【会計】丹羽和子､小田浩、手塚貴子【監事】鈴木誠也【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 6：30-8：30P.M. 

第 2 例会 第 4 木曜日 7：00-8：30P.M. 

第 370 号 

2018 年 10 月 

 

＜ 2018年 10月の聖句 ＞ 
 

＜わたしは主のみ業を思い続け いにしえに、あなたのなさった奇跡を思い続け あなたの働きを一つ一つ 

口ずさみながら あなたのみ業を思いめぐらします。＞ 詩編 77：12 
 

 ８月の休暇を利用して群馬にある「星野富弘美術館」へ行ってきました。口に絵筆をくわえて描かれた原画

と添えられた言葉に今までとは違う感動を覚えることができました。 

星野富弘氏の文章 草木が語るから＜怪我をして全く動けないままに・・・ 当然のことが当然でなくなっ

た時、でもそのことによって文字の素晴らしさ、それを綴れることの喜び、そして絵が描けることの素晴らし

さを教えられました。草花、人の愛、神のみわざ、気がついてみたら私のまわりには驚くことばかりだったの

です。＞ 

   ワイズの活動の中でも、日々新しい感動と驚きそして喜びが与えられますように祈ります。 

                                           丹羽 和子 

 

＜10 月第 1 例会＞ 

今月は「不寛容」が広がる世界で、怒りの感情を

コントロールする術を学び、心豊かな生活が送れ

るように、「アンガーマネジメント」のお話を聞

きます。YMCA のボランティアリーダーOG であ

るゲストを迎えて、楽しい例会を過ごします。 
 

            ＜記＞ 

日時：2018 年 10 月 11 日（木）18:30〜20:30 

場所：スペースアルファ三宮（三宮駅前センター

プラザ東館 6 階） 

担当：大野勉ワイズ 

開会点鐘：水野雄二会長 

ゲスト紹介 

聖句・祈祷：丹羽和子ワイズ 

会食 

卓話：「アンガーマネジメントでこれからの生き

方を考える」   追原三重さん 

諸連絡、今月のお誕生日 

閉会点鐘：水野雄二会長 

＜9 月出席状況＞ 

出席率：86.7％(出席数)13/15(出席率対象会員数)   
出席数：ﾜｲｽﾞ13(内ﾒｰｷｬｯﾌﾟ4)、ﾒﾈｯﾄ・ｹﾞｽﾄ 12  
計25名（神戸西ｸﾗﾌﾞ8名） 
 
 

 

＜今後の予定＞ 

 

＜10月第 1例会＞ 

10月 11日（木）18:30～20:30 ｽﾍﾟｰｽｱﾙﾌｧ三宮（三

宮センタープラザ東館 6階） 卓話：追原三重氏（ﾘ

ｰﾀﾞｰ OG）「ｱﾝｶﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄでこれからの生き方を考え

る」 

＜10月第 2例会＞ 

10月 25日（木）19:00～20:30  神戸 YMCA 

＜11月第 1例会＞ 

11月 8日（木）18:30～20:30 神戸 YMCA 

卓話 小栗献氏（神戸聖愛教会牧師）「教会音楽に

ついて」 

＜11月第 2例会＞ 

11月 22日（木）19:00～20:30 神戸 YMCA 

 

 

＜10月のお誕生者＞ 
 

14 日 丹羽 和子 ワイズ 

 

＜2017-2018年度のファンド・累計＞  
             9月        累計 

ニコニコ       8,000円   9,000円 

物品販売            0          0 

（じゃがいも、玉ねぎ、柿チップ、カード等） 

 

   



  

 

 

 

会長メッセージ 

                      会長  水野雄二 

 

10 月になりました。10 月は神無月。この名前の由来はともかく、神様のいない月だそうです。そのこと

に思いを致す時、「神をも恐れぬ」という人たちを度々目にすることを思い出しました。 

駅の切符売り場で、お店のカウンターで、駐車場でなどなど、ちょっと気にくわないこと、思いと違う場

面に出くわすと、正に神をも恐れず、声高に相手を罵り、威嚇して、怒りまくる人たちに遭遇することが

あります。私たちは「お天道様が見ているよ」というように教え諭されて、自分を律して育ってきた気が

するのですが、そのような人たちは自分が神様になってしまったのでしょうか。 

つまり、「不寛容」な世界がはびこっています。意見の違い、思いの違いは、人の世ではどこにでもある

ことでしょう。でも、分かる努力があってほしいと願います。 

今月は、アンガー・マネジメントを学びます。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜9月第１例会報告＞ 

1.日時：2018年9月18日（火）18:30〜20:30 

2.場所：株式会社WAPコーポレーション 

3.出席者：大野智､大野勉、小田､郡､鈴木､丹羽､水野､宮内、山

田 9名、（神戸西ｸﾗﾌﾞ 8名）、 

･ゲスト:濱崎典明氏他5名、WAP4名、住本一礼氏、鈴木迪子氏、

青柳美知子氏、 

4.欠席者：井内、井上、民谷、手塚、細見、松田 6名 

5.内容： 

「聴覚障がい者への理解とろうあハウス建設構想」のタイトル

で、動き始めたハウス建設の主旨、現状、課題について手話を中

心に講演いただきました。 

阪神淡路大震災時、情報収集に大変苦労したことを契機に、神

戸ろうあハウスの運営を始められたそうですが、現在老朽化が

激しく、また利用者増加に伴いニーズが多様化し、安心して集

える新施設建設が急務となりました。 

コンセプトは「ろうあ者が孤立しない」です。我々はとかく、筆

談で近隣と意思疎通が図れる、と安易に考えがちですが、生ま

れつき聴こえない方にとって、日本語は外国語のようなもの。

若い人たちは学校などでの学習、努力を通して日本語とその表

記法を獲得されますが、高齢になる程、手話のみを言語とされ

ている方も多くなります。そのため、「孤立しない」ためには、

地域との交流を深める十分な機能を持った施設が必要になりま

す。 

またそれは、地域の方々にも、日々の暮らしに豊かさを運んで

くれる筈です。 

建設プロジェクトは長田区内での土地確保まで進んでいます。

資金は国庫補助、借入、および１億円の募金を充てますが、募金

はまだ目標の半分程度とのこと。 

我々も是非協力したいものです。       （宮内 記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜9月第2例会記録＞ 

1.日時:2018年9月27日(木) 19:00～20:30 

2.場所:神戸YMCA三宮会館208室 

3.出席者: 小田､大野智､大野勉､郡､鈴木､丹羽､細見、水野(進

行)､宮内、手塚 10名 

4.欠席者:井内、井上、民谷、松田、山田    5名  

5.内容: 

(1)9月度活動報告 

・9 月第 1 例会⇒神戸西ｸﾗﾌﾞ合同例会 9/18(火) 18:30～20:00  

於）WAP コーポレーション（新長田 ｱｽﾀﾌﾟﾗｻﾞｲｰｽﾄ 211）

「聴覚障害への理解とろうあハウス建設構想」 濱崎典明氏

（手話通訳士、盲ろう者向け通訳介助員）、福田富士子氏、荒

井美穂子氏（ＮＰＯ法人神戸ろうあ協会）野村洋子氏、眞木崇

江氏（社会福祉法人ひょうご聴覚障害者福祉事業協会） 

・9 月第 2 例会 9/27(木)19:00～20:30 神戸 YMCA 三宮会館

208室 

 

＜10 月第 1 例会講師紹介＞ 

 追原 三重（おいはら みえ）さん 

民間教育団体に16年間所属し人材育成に関わった

経験を活かして、4 年前から＜人が人に当たらない

社会を目指して、まずはご自分から大切な人へ＞

を掲げて関西エリアの学校 PTA や子育て団体、企

業に向けて活動中。 

大学 4 年間西宮 YMCA で野外活動リーダー、2016

年から神戸 YMCA 学校教育事業委員会委員。 

  〈資格〉 

・アンガーマネジメントシニアファシリテーター

＆叱り方トレーナー 

・傾聴と共感コミュニケーションスペシャリスト 

・エンディングノートファシリテーター 

  



  

 

･9/8 六甲部（瀬戸山陰部合併）検討委員会 於）神戸 YMCA 

水野・鈴木出席（「協議課題」で報告） 

･9/22 六甲部会 於）神戸YMCA・六甲荘 

参加者：井上、小田、大野智、大野勉、鈴木、丹羽、松田、 

水野、山田 

(2)10～12月のクラブ例会 

・10月第1例会 10/11（木）18:30～20:30 ｽﾍﾟｰｽｱﾙﾌｧ三宮（三   

宮センタープラザ東館 6 階） 卓話：追原三重氏（リーダー

OG）「ｱﾝｶﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄでこれからの生き方を考える」 

・10月第2例会 10/25（木）19:00～20:30  神戸YMCA 

・11月第1例会 11/8（木）18:30～20:30 神戸YMCA 

 卓話 小栗献氏（神戸聖愛教会牧師）「教会音楽について」 

 会費：1000円  ドライバー：細見・井上 

・11月第2例会 11/22（木）19:00～20:30 神戸YMCA 

・12月第1例会(クリスマス例会) 12/7（金） 

 於）ｵﾘﾝﾋﾟｱ（18:30～20:00)  ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ(20:00～21:30)    

・12月第2例会 12/20（木）19:00～20:30 神戸YMCA 

(3)今後の予定、他クラブ例会等 

・9/29（土）西中国部部会：大野勉出席  

・10/6（土）中部部会：大野勉、山田出席  

・10/7（日）瀬戸山陰部部会：大野勉、山田出席  

・10/13（土）東新部大会：山田出席  

・10/14（日）仙台ﾏﾗｿﾝ：大野智・大野勉・小田・山田  

・10/27（土）神戸YMCA秋まつり：担当：大野智・大野勉    

・11/3（祝）神戸YMCAチャリティラン（しあわせの村）  

・11/4（日）びわこ部部会 

(4)協議事項 

・六甲部・瀬戸山陰部合併について 

・じゃがいも販売について 

 １箱単価2,600円、第１例会で承認、いつでも受取可 

 来年度に向けて顧客リストを一元データ化 

・神戸YMCA秋まつりについて  

 チャペルコンサート打合せ、出席者ほぼ決定 

・封筒の活用法について 

・神戸YMCAチャリティランについて 

   出店企画書及び備品リスト提出要10/9まで 

   ＝昨年と同内容で提出 

・チャリティコンサート(2019/4/27予定)準備について 

  タスクチーム設置 大野勉、水野、丹羽、宮内 

・今年度の奉仕活動・EMC等について意見交換 

・その他                （宮内 記） 

 

 

＜第17回六甲部部会開催＞ 

9月22日(土) 13: 30より神戸YMCA三宮会館とホテル北野

プラザ六甲荘にて、YMCA、ワイズメンズクラブ東西日本区

の関係者を含め、総勢170名余りで開催された。 

 

井上神戸YMCA 総主事から、北海道地震、西日本豪雨災害

では直接YMCAの被害はなかったが、支援は続けること。 

7月にチェンマイで世界YMCA大会では、80の国と地域か

ら 1300 名を超える参加があったこと。8 月のこれまでのタ

イワークキャンプが場所をかえてラオスで開催されたこと

等の報告があった。 

遠藤通寛西日本区理事からの祝辞では、会員を増やすことと

新クラブを作ろうという呼びかけがあった。又、メネットア

ワーには 60 名以上の出席があったこと、そして、台湾から

西日本豪雨災害に対して 305 万円の寄付が寄せられたこと

の報告があった。 

第１部式典は、神戸西クラブ岡山会長の司会で進められ、大

田部長からは特に、瀬戸山陰部の六甲部への編入検討経過、

状況報告があった。 

第２部は元神戸YMCA 主事で現在神戸常盤大学客員教授の

柳敏晴氏（神戸西クラブ）の講演が「Y’s Men’s Club と

YMCA–ウェルネスからの再考–」と題してあった。YMCA

の誕生、Y’s Men’s Club の誕生時にはウェルネスの考えが

あり、時代と共に考えも変わりつつあるが、目に見える、あ

るいは目に見えないウェルネスをもう一度意識し、考え、実

践に結びつけよう、との声掛けでもあった。 

会場を移して、ホテル北野プラザ六甲荘で懇親会がもたれ、

お箏の演奏のあと、会食となった。神戸ポートクラブからは

9名の参加であった。 

アピールタイムでは、特に2019年7月19日(金)〜21日(日)、

仙台での第 28 回アジア太平洋地域大会に参加の要請があっ

た。これに対し、今から積み立てて日程をセットしようとの

ことです。第 26 回大会は、2015 年京都で開催されました。 

                    （小田 記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜六甲部検討委員会報告＞ 

9 月 8 日（土）に神戸YMCA で、瀬戸山陰部の六甲部編入

に関する検討委員会の第2回が開催され、六甲部・瀬戸山陰 

 

 

 



  

 

部両部から18名が集まって、諸課題について検討しました。

今回は合流した際の部則がどうなるかという観点から、合流

の課題を検討し、次回の委員会では、部長や各主査などの輪

番制について検討する予定です。瀬戸山陰部の編入に向けて、

着々と検討が続けられています。     （水野 記） 

 

 

＜他部会参加報告～写真にて＞ 

 

大野勉ワイズより他クラブ等訪問の写真報告です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸YMCAマンスリーレポート 
 

①9 月 23 日、ファミリーウエルネスセンター開館 4 周年を

記念して、メンバーやそのご家族、そしてお友だちなどメ

ンバー以外の方も対象に「スマイルフェスティバル」を実

施いたしました。ファミリーウエルネスセンターを会場と

して、子どもから大人まで多くの方々に来館いただき、大

いに楽しんでいただきました。多くの方々とともに開館4

周年を祝うことができましたことを大変嬉しく存じます。

皆様のお支えにこころより感謝申しあげます。 

②今後の神戸YMCAイベントについて 

 ★「コミュニケーションの苦手は克服できる！」 

   日時：10月７日（日）13時～15時 

   講師：大対香奈子氏（近畿大学総合社会学部准教授） 

  場所：神戸YMCA高等学院（西神戸YMCA） 

   申込：神戸YMCA高等学院 078-793-7435 

 ★「第3回川崎塾」～核兵器のない世界をつくるには～ 

   日時：10月27日（土）13時30分～15時30分 

講師：野口香澄氏（ピースボートスタッフ） 

場所：コープこうべ住吉事務所 

   申込：兵庫県ユニセフ協会 078-435-1605 

★西神戸YMCA学園都市開設30周年記念ワイワイ祭り 

   日時：10月20日（土）10時30分～15時 

 ★第39回神戸YMCAチャリティゴルフ大会 

   日時：10月24日（水）8時開始予定 

   会場：ジャパンメモリアルゴルフクラブ 

 ★三宮会館秋祭り 

   日時：10月27日（土）11時～15時 

★西宮Yわいカーニバル 

   日時：10月21日（日）10時30分～14時30分 

 ★2018年度インターナショナル・チャリティーラン 

   日時：11月3日（祝）10時～16時頃 

   会場：しあわせの村（神戸市北区） 

 

 

 

9月9日(日)京都部部会：参加者453名の大懇親会 

 

9月16日(日)中西部部会＠参加者130名。大阪南の景色が一望 

 

9月17日(月・祝)阪和部部会 大阪チャチャチャバンド演奏 

 

9月29日(土) 西中国部部会 西条の酒造り唄を聴きながら歓談する山田ワイズ 

 

各部会においてアピールする 大野ベン 


