
  

 

 

  

 

 

 

 

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。」 

11 月強調月間 Public Relations Wellness 

ワイズメンズクラブの活動を広報して、社会的認知度を高めましょう。 

                         加藤 信一 広報・情報委員長（京都トップス） 

  
 

 

       

 

  

 

 

 

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 371 号 

2018 年 11 月 

 

＜ 2018年 11月の聖句 ＞ 
 

＜「だれも、二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を 

軽んじるか、どちらかである。あなた方は、神と富とに仕えることはできない。」＞ 

                                     マタイによる福音書 6：24 

  世界中の情報が瞬時に届きます。それと共に世界が狭くなり、時間の流れは勢いを増し、流れ去っていく 

ようです。私は何を主人として仕えているのだろう、何を一番大切にして生きているのだろう。 

  たまには立ち止まったり、戻ったりしてみたくなるこの頃です。           丹羽 和子 

 

 

 

＜11 月第 1 例会＞ 

今月は「キリスト教と音楽」と題して、牧師であり、

キリスト教音楽の研究家でもある小栗献氏をお招き

し、興味深いお話を伺います。お楽しみに！ 
 

          ＜記＞ 

日時：2018 年 11 月 8 日（木）18:30〜20:30 

場所：神戸 YMCA201 教室 

担当：細見俊雄ワイズ 

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 

卓話：「キリスト教と音楽」 

   小栗 献さん（神戸聖愛教会） 

報告：タイラオスワークキャンプ（高月渚さん） 

   全国リーダー研修会（大森展弥リーダー） 

諸連絡、今月のお誕生日 

閉会点鐘：水野雄二会長 

＜10 月出席状況＞ 

出席率：80.0％(出席数)12/15(出席率対象会員数)   

出席数：ﾜｲｽﾞ12(内ﾒｰｷｬｯﾌﾟ2)、ﾒﾈｯﾄ・ｹﾞｽﾄ 7  

計19名 

 
 

 

＜今後の予定＞ 

 

＜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）「キリスト

教と音楽」 

＜11 月第 2 例会＞ 

11 月 22 日（木）19:00～20:30 神戸 YMCA 

＜12 月第 1 例会＞ 

12 月 7 日（金）18:30～21:30 クリスマス例会   

オリンピア訪問、ANA ｸﾗﾝﾌﾟﾗｻﾞ４F 「ｻﾞ･ﾃﾗｽ」 

＜12 月第 2 例会＞ 

12 月 20 日（木）19:00～20:30  神戸 YMCA 

＜1 月新年例会＞ 

1 月 10 日（木）18：30～20：30 神戸 YMCA 

 

 

＜11月のお誕生者＞ 
 

5 日 水野 公子 メネット   14 日 齋藤 敏子 メネット 
23 日 郡 美恵子 ワイズ   

 

＜2017-2018年度のファンド・累計＞  
             10月        累計 

ニコニコ       1,000円   10,000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 

 

11 月になり、日に日に夕暮れの訪れの早さを感じるようになりました。「秋の夜長」と言われるように、

長い夜をどのようにお過ごしでしょうか？ ワインを片手に（私は飲めないのですが）音楽に耳を傾ける

というのも落ち着いた夜の過ごし方ではないでしょうか？ 今月は「キリスト教と音楽」をテーマに小栗

献牧師をお招きします。キリスト教を背景に発展、進化した西欧の音楽は、最早、東洋の私たちにもなじ

み深いものになっています。私は大学時代、ミサ曲を中心に演奏する合唱団に所属して、意味がよく分か

らないまま、ラテン語のミサ曲を歌っていました。そんな遠い昔を思い出しながら、スピーカーのお話を

伺いたいと思っています。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜10月第１例会報告＞ 

･出席者：メンバー：大野智､大野勉、小田､郡､鈴木､手塚、丹

羽､水野､宮内、山田 10名、  ゲスト、ビジター：追原三重

氏、山田伸子氏（西宮 Y リーダーOG）、岡山泰典ワイズ、

山根泉ワイズ、長井慎吾ワイズ、石井恭子ワイズ、石田由美

子ワイズ 

･欠席者:井内、井上、民谷、細見、松田 5名、 

･内容：「アンガーマネジメントでこれからの生き方を考え

る」のテーマで、西宮ＹＭＣＡリーダーＯＧで叱り方カンパ

ニー代表の追原三重さんに卓話いただきました。 

西宮で活動を共にされたワイズにも多数聴講頂きました。 

本来なら何時間も要する教程のところ、例会の都合を汲み、

５０分にまとめて頂きました。それでも、内容も濃く、テク

ストの行間を具体例で埋める分かりやすいお話は、さすがで

した。 

テーマをひとことで云えば、怒りに振り回されない生き方、

となります。自分の「怒っている」状態を認めることを第一

歩に、怒りの衝動を「６秒」遣り過ごす、そして、怒り招い

た「こうあるべき」構造を見極める（自らの「こだわり」の

把握）、更に「まぁ許せるゾーン」をコントロールする、３

つのキーワードで怒りに振り回されない自分へ進化。 

近頃キレ老人が話題になりますが、前頭葉の老化に備え、 

身に着けたいメソッドでした。      （宮内 記） 

  

<10月第2例会記録>  

1.日時:2018年10月25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､鈴木､手塚､細見､松田､水野

(進行)､宮内､山田 10名 

4.内容: 

(1)10月第1例会出席 

･メンバー:大野智､大野勉､小田､郡､鈴木､手塚､丹羽､水野､

宮内､山田 10名､  

･ゲスト､ビジター:追原三重氏､山田伸子氏(西宮Ｙリーダー

OG)､岡山泰典ワイズ､山根泉ワイズ､長井慎吾ワイズ､石井

恭子ワイズ､石田由美子ワイズ 

･欠席者:井内､井上､民谷､細見､松田 5名､ 

･出席率:10 名＋メーキャップ 2 名(細見､松田)÷15(出席率

対象会員数)＝80％ 

･充足率:10 名＋メネット･ゲスト 7 名÷21(在籍数)＝

81.0％ 

(2)10月度活動報告 

･10月第1例会⇒10/11(木) 18:30～20:30  於 スペースア

ルファ三宮「アンガーマネジメントでこれからの人生を考

える」｡追原三重氏(アンガーマネジメントシニアファシリ

テイター) 

･10月第2例会10/25(木)19:00～20:30 於 神戸YMCA三宮会

館208室 

･チャリティラン実行委員会 10/1 大野勉出席､協賛委員会､

10/15 水野出席 

･チャリティコンサートタスクミーティング 10/18 於 神戸

聖隷 水野､大野勉､大野智､丹羽､宮内出席(「協議課題」で

報告) 

･10月各部会訪問(大野智､大野勉､小田､山田) 

･じゃがいも販売(各自) 

(3)11～ 1月のクラブ例会 

･11月第1例会 11/8(木)18:30～20:30 於 神戸YMCA 

卓話 小栗献氏(神戸聖愛教会牧師)「キリスト教と音楽」(特

別な用意は不要)､タイラオスワークキャンプ参加リーダー

報告(高月渚余島リーダーOG)全国リーダー研修会報告(大

森展弥余島リーダー)プロジェクター準備:松田､ドライバ

＜11月第1例会講師紹介＞ 

 小 栗 献 さ ん  

1962年生まれ。 

立教大学文学部ドイツ文学科卒業。東京神学大学大学

院修了。四谷新生教会、ケルン・日本語キリスト教会

を経て2006年より神戸聖愛教会牧師。 

関西学院大学神学部非常勤講師、日本基督教団讃美歌

委員。神戸YMCA評議員。 



  

ー:細見､井上 会費:1,000円 

･11月第2例会 11/22(木)19:00～20:30 於 神戸YMCA 

･12月第1例会 12/ 7(金)第1(クリスマス)例会 於 オリン

ピア､ANAクラウンプラザ4Ｆ「ザ･テラス」､ドライバー:山

田､橋本､ゲスト､ビジターの人数を会長へ連絡する｡DBC 東

京むかでクラブ他､ビジターへは山田書記から連絡｡会費

3,000円/人とし､不足分と乾杯用の飲み物はクラブ負担､そ

の他は各自負担とする｡プログラム作成:大野勉 

･12月第2例会 12/20(木)19:00～20:30 於 神戸YMCA 

･ 1月第1例会  1/10(木)18:30～20:30 於 神戸YMCA 

田中仁志氏 「PPMの頃」ミニコンサート 

ドライバー:宮内･手塚 

空いていたら､食事後にチャペルへ移動して拝聴する｡ 

･1月第2例会 1/24(木)19:00～20:30 於 神戸YMCA 

(4)今後の予定､他クラブ例会等 

･10/27(土) 神戸YMCA秋まつり 

担当:大野智･大野勉 当クラブはコンサートを担当｡13:30

－16:00直前まで実施する｡小田､鈴木､手塚参加予定｡ 

･11/ 3(祝)神戸YMCAチャリティラン(しあわせの村)｡ランナ

ー482､職員53､ボランティア200人の予定なので､食材はこ

れを見越して準備する｡9:00～9:30頃に集合｡ 

･11/ 3(祝)京都キャピタルクラブ35周年例会 大野勉出席 

･11/ 4(日) びわこ部会 大野勉出席 

(5)協議課題 

･六甲部､瀬戸山陰部合併について(報告) 

再協議の結果､編入の申入れを取下げとなった｡ 

･六甲部合同例会について(お伺い) 

国際交流主査から 1 月合同新年会の提案があった｡

1/22(火)ｏｒ24(木) 於 グリーンヒルホテル神戸｡ 

当クラブは有志で出席｡希望日は1/22(火)で回答する｡ 

･チャリティコンサート準備について(報告) 

企画書(別紙)の内容を共有｡石巻は川上牧師､石巻広域ク

ラブも一緒に出来ればと思う｡西日本区 CS 事業申請も検

討する｡入場料は大人子供共一律 1,000 円とする｡熊本や

北海道､そして豪雨災害等への想いをどう伝えられるかも

検討する｡ 

･今年度神戸ポートの奉仕活動､EMC活動についての意見交換｡

こつこつとお声掛けする｡地域奉仕については 3 月のあが

れ希望の凧を多く幼稚園にも声かけする｡広報誌への掲載

や取材も含めて広報を検討する｡      (山田 記) 

 

＜10月の部会訪問＞ 

10月6日(土) 

第22回中部部会が、名古屋東海クラブの主催で114名の出

席で行われました。中部８クラブのバナー入場、柴田洋治郎

部長の力強い開会点鐘で始まりました。講演は、「愛知万博

の意義とその後の万博の国際的な流れ」と題して中村利雄氏

（元愛知万博事務総長）のお話でした。モリゾー、キッコロ

が活躍した市民参加型の万博等、成功例のお話しは興味深い

ものでした。 

  

10月7日(日)・8日(月・祝) 

第 17 回瀬戸山陰部部会と同時に、姫路グローバルクラブ設

立25周年記念の会が、姫路塩田温泉「夢乃井」にて、71名

の参加で開催されました。１泊2日ということもあり、とて

もリラックスした雰囲気の会でした。姫路グローバル 25 年

の歩みでは、カンボジア支援や東北支援、YMCA との協働

等、広い範囲の活動ぶりが印象的でした。懇親会では、

MASAXによるジャズナンバーの演奏に、三宅部長もベース

で加わって、たいへん盛り上がりました。温泉宿の夜は、深

夜まで続きました。 

  

10月15日(月) 

石巻市荻浜地区津波の教え石桜植樹式に小田、大野智恵、大

野勉の3名が出席してきました。これは、昨年の10月に除

幕されて津波石の横に、長野ワイズメンズクラブが中心とな

って、マツシロベニエドヒガン桜を植樹しようというもので、

地元荻浜中学校教職員、生徒をはじめ、荻浜地区行政院連合

会や支所職員、東京むかでクラブ、仙台クラブ、石巻広域ク

ラブ、長野クラブ等 50 名近い人々に見守れて式が開催され

ました。荻浜中学校生徒全員による獅子風流の演舞が印象的

でした。              (以上、大野 勉 記) 

 

＜Y M C A秋まつり〜W AP支援＞ 

Y M C A三宮会館を会場に行われた「秋まつり」は、17

グループの出店と、チャペルコンサート

には4グループの参加がありました。お

天気に恵まれたことで、来場していただ

きやすかったですし、明るい雰囲気で取

り組めたように思います。 

開会礼拝では、「神さまは世を愛され

た」というメッセージが丹羽和子牧師よ

りあり、感謝をもってイベントを始める

ことができました。 

WAPには、お店とコンサートの両方に

参加してもらいましたが、お店にはたく

さんの方が来られてWAPのことを知っていただけました



  

し、商品の売り上げ28,000円という結果に研修生の満足

感は大きかったと思います。 

W APへの喜んで頂ける支援が今回も出来たことは、大変

嬉しいことでした。 
 

10月27日にYMCA秋まつりに参加させていただき

ました。今年初めて参加させていただき、「どんな感

じだろう」と不安と楽しみがありました。ステージ演

奏では、野瀬音楽会でやったことと同じなので演奏は

大丈夫でしたが、当日の司会進行が一番緊張しまし

た。ここでもカンペは作らずにアドリブで司会をさせ

ていただきました。何を話せばいいかはだいたい頭の

中にあったので、簡単にわかりやすく伝えることがで

きました。最後の手話歌では会場のお客さんも一緒に

やっていただいたので、司会をしている僕も嬉しかっ

たです。Ｍさんが「緊張した〜」と言っていたのには

びっくりしました。また来年もあれば参加したいなと

思いました。 （カレッジ・アンコラージュ K.T.） 

 

＜瀬戸山陰部、六甲部編入について＞ 

かねて両部で検討が続けられていた瀬戸山陰部の六甲部編

入に関する案件は、結論として瀬戸山陰部から編入依頼が撤

回され、白紙に戻されました。10 月 8 日に行なわれた瀬戸

山陰部の臨時評議会において決定されたようです。今回の件

で六甲部に更に多大な迷惑をかけること、また合併後の部役

員の輪番制に関する困難さなどが理由であったと伺ってい

ます。真剣な検討がなされていましたので残念ですが、瀬戸

山陰部の今後のご活躍を祈ります。    （水野 記） 

 

＜東北を訪問して＞ 

10月 14日(日)「東北・みやぎ復興マラソン2018」の応援、

10 月 15 日(月)石巻での「津波の教え石・桜植樹式」出席の

後、5日間交流に加え、盛岡、一関、平泉、秋田県横手地方

の米作地方の紅葉と温泉の小旅行に出かけてきた。以下、思

ったことを記します。 

１）オール東北のワイズが原動力となって開催する、来年7

月19日(金)〜21日(日)第28回アジア・太平洋地域大会が一

番の関心事で、どれほどの人が来てくれるのか、東北仙台の

魅力をどう伝えたらいいのか、日々活動しているとのことで

す。西日本区から400名という大きな目標もあり、日程や登

録費、旅費他を考え、今から出席の心づもりをしましょう。 

２）アジアのリピーター観光客の話しですが、「日本は広く

て豊か」と言われ、日本各地の文化、風景、食材、食べ物の

豊かさに感動するとのこと。我々が気がつかないことも観察

している様に見えた。 

３）或る地方の若い三代目の店主の話しですが、「変わって

はいけないこと、片や変わらねばならないこと」を実践され

ている様でした。我々の日頃の活動にも通じると、気づかさ

れた交流の旅でもあった。 

（今回の旅でお世話になったのは、石巻広域クラブ、もりお

かクラブの方々でした。）        （小田 記） 

 

<東新部部大会出席> 

1.日時:2018年10月13日(土) 13:30～18:30 

2.場所:東京YMCA 東陽町センター 

3.内容:DBC東京むかでクラブ)神保ﾜｲｽﾞが部長を務める東新

部部大会に出席した｡東新部はクラブ数が減ったが､町田地

域に発足する見通しになった｡各クラブ毎に取組み紹介が

あり､歌声広場や農園等､六甲部も参考になるものがあった｡

また東京むかでクラブ)城井会長からは､地域や社会から求

められる活動､クラブへとの説明があり､その結果､会員増

強に繋がっていることが良く解り､こちらも当クラブの参

考にしたいと思った｡貴重な機会に感謝したい｡終了直ぐに

失礼し､新幹線で次の交流地である仙台へ向かった｡クリス

マス例会での再会が楽しみである      (山田 記) 

 

神戸YMCAマンスリーレポート 
 
 

①10月27日、三宮会館にて秋まつりが開催されました。 

子どもから大人まで地域の方々に多くご来館いただき、出

展・出店・出演とご奉仕くださった皆さん、ワイズメンズ

クラブの皆さん、神戸ＹＭＣＡ学院専門学校の学生たち他、

本当に多くの方々が交わり、素晴らしいひとときを過ごす

ことができました。皆様のご支援ご協力にこころより感謝

申しあげます。 

②今後の神戸YMCAイベントについて 

★ＹＭＣＡセミナー2018 

 「制度の間の社会課題とＹＭＣＡの働き」 

   日時：11月10日（土）15時～17時 

   ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：田口努氏（横浜ＹＭＣＡ総主事） 

       太田直宏氏（ＹＭＣＡせとうち総主事） 

       小澤昌甲氏（神戸ＹＭＣＡ主事） 

  場所：神戸ＹＭＣＡ三宮会館チャペル 

 ★ディンドンリンガーズハンドベルコンサート 

   日時：11月10日（土）16時開演 

  場所：日本基督教団神戸聖愛教会 

     （神戸市中央区生田町1-1-27） 

   入場料：1,200円（中学生以上） 

 ★「わたしたちの難民問題」 

   日程：①11月14日「日本の難民受け入れ」 

      ②11月21日「ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝの支援活動」 

      ③12月5日「日本に暮らすﾗｵｽ定住難民」 

   時間：いずれも午後6時30分～20時 

場所：神戸市青少年会館 

   申込：神戸YMCA国際・奉仕ｾﾝﾀｰ 078-241-7204 

★「第5回川崎塾」～核兵器のない世界をつくるには～ 

   日時：11月17日（土）13時30分～15時30分 

講師：林田光弘氏（ﾋﾊﾞｸｼｬ国際署名ｷｬﾝﾍﾟｰﾝﾘｰﾀﾞｰ） 

場所：神戸市外国語大学 

   申込：兵庫県ユニセフ協会 078-435-1605 

 

 


