
  

 

 

  

 

 

 

 

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。」 

12 月強調月間 EMC-E  YES 

“Y’s Men’s Windows100(→2022)”  2022 年のワイズ 100 周年までに、全ての部においてエクステンションに挑戦して、

100 クラブ+2022 名を実現しましょう！(E) YES 献金はエクステンションを支援するためのものです。（YES） 

                                  小野 勅紘 EMC 事業主任（西宮） 
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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 372 号 

2018 年 12 月 

 

＜ 2018 年 12 月の聖句 ＞ 

＜ところが、彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて、初めての子を産み、布にくるんで飼い

葉おけに寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。＞  ルカによる福音書 2：6－7 
 

 神様は、ご自分のこどもの母になる人を選ばれました。選ばれたのは貧しく身分も低い、でも信仰深い

マリアです。 

でも、なぜか赤ちゃんが生まれる場所を選ばれませんでした。柔らかいゆりかごの中ではなく暗く寒い

所にある飼葉桶の中でお生れになりました。その理由を聖書は告げています。＜宿屋には彼らの泊まる場

所がなかったからである。＞お腹の大きい妊婦のために、誰も場所を提供してくれませんでした。 

今の世界の現実もこの短い言葉に表されているように思います。今なお仮住まいをされている被災者、

母国にもどれない難民の方々、居場所のない方々の上に神様の光が届きますように、そのために私たちを

用いてくださいと祈ります。                         （ 丹羽 和子 ） 

＜12 月第 1 例会＞  

 

2018 年もあと 1 ヶ月となりました。本当に 1 年過ぎ

るのが早いですね。 

今年はｵﾘﾝﾋﾟｱでのｸﾘｽﾏｽ祝会の後、ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎ

ﾃﾙ神戸で DBC 交流例会を行います。 

皆様と共に楽しくクリスマスを祝いましょう！  
  

＜記＞ 

日時：2018 年 12 月 7 日（金）18:30〜21:30 

場所：18：30～19：30 特別養護老人ﾎｰﾑｵﾘﾝﾋﾟｱ 

クリスマス祝会 (18:20 ｵﾘﾝﾋﾟｱ集合) 

      混声合唱団くさぶえの皆さんと  

   19:30～ANA ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ神戸 4F「ｻﾞ･ﾃﾗｽ」 

DBC ナイト  

担当：山田滋己ワイズ、橋本有加ワイズ  

開会点鐘 ：水野雄二会長  

聖句/祈祷：丹羽和子ﾜｲｽﾞ  

・・・乾杯と会食を楽しみましょう！・・・  

閉会点鐘：水野雄二会長  

＜11 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1)、ﾒﾈｯﾄ・ｹﾞｽﾄ 5  

計18名 

 
 
 

＜今後の予定＞ 

＜12 月第 1 例会＞ 

 12 月 7 日（金）18:30～21:30 特養オリンピア

＆ANA クラウンプラザホテル神戸 

＜12 月第 2 例会＞ 

 12 月 20 日（木）19:00～20:30 神戸 YMCA 

＜1 月第 1 例会＞ 

 1 月 10 日（木） 於）神戸 YMCA201 教室   

及びチャペル 「PPM の頃」ミニコンサート   

＜1 月第 2 例会＞ 

 1 月 24 日（木）19:00～20:30 神戸 YMCA 

 

＜12 月のお誕生者＞ 
 

6 日 岡田 英之 ワイズ   24 日 山田 滋己 ワイズ 

 

＜2017-2018年度のファンド・累計＞  
              11月        累計 

ニコニコ       3,164円    13,164円 

物品販売      375,272円   375,272円
（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 

 

15 年ほど前に他界した父はワイズメンでした。近江八幡クラブ 70 周年の記念誌にも名前が出ていまし

たが、1951 年、私が生まれる 2 年前に近江八幡クラブに入会したとありました。以来、ワイズは父にとっ

て大切な場所、楽しい居所であったようで、よく幼い私を同伴してワイズの会合に出ていました。私もコ

メット時代を楽しんだようで、いろんな情景が浮かんできます。その一つ、楽しみに待っていたクリスマ

ス祝会。わざわざ神戸から取り寄せたドンクのフランスパンに、お土産のパウンドケーキ！ それは私の

ワイズ原体験です。そして、今、ポートの会長として、クリスマス例会のギャベルを叩こうとしています。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜11月第１例会報告＞ 

･主席者：メンバー：井上、大野智､大野勉、小田､郡､鈴木､ 

手塚、丹羽､細見、松田、水野､宮内、山田 12名、  

ゲスト：小栗献氏、奈良昭彦氏、マリア味記子氏、 

高月渚氏、大森展弥氏、 

･欠席者：井内、民谷、手塚 3名 

内容： 

卓話では神戸聖愛教会の小栗献さんをお招きしました。大

学でも講義なさっている「キリスト教と音楽」というテーマ

を５０分にギュッと濃縮しながらも、実際の音楽も交えて分

かりやすくお話いただきました。 

旧約聖書に音楽に関する記述があることからもえ窺える

ように、ユダヤ教の伝統を受けて、キリスト教は音楽に深く

ゆかりがあるとのことです。礼拝は初期のころから歌を伴っ

ており、単旋律が多声音楽へ発展し、現在世界中で奏されて

いる音楽の大きな土壌を形成するに至った。その中で生まれ

た讃美歌も、ポップな曲調も取り混ぜ、時代を反映した歌詞

内容にも展開し、今日世界中で歌われているということです。 

 

「タイラオスワークキャンプ報告」では、ラオス、パク

ムード村のコミュニティー開発センター建設作業に参加

しての気付きについて高月渚さんから報告いただきまし

た。 

「全国ＹＭＣＡリーダー研修会報告」では、仙台、山形

での研修、ボランティア、ＹＭＣＡ活動でどのような未来

を作るかを議論したことなど、大森展弥さんに報告いただ

きました。              （宮内 記） 

 

<11月第2例会記録>  

1.日時:2018年11月22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､松田､水野

(進行)､宮内、手塚 10名 

 ゲスト：赤星さん父娘（大野紹介） 

4.欠席者:井内、井上、民谷、細見、山田    5名  

5.内容: 

(1)11月第1例会出席 

＜神戸ポートクラブの12月クリスマス例会＞ 

  

1995 年阪神淡路大震災後幼稚園から養護老人施設に変

換した近隣の「オリンピア」をクラブとして支え、クリ

スマス行事をお金とプログラムで支えていくことにな

り、以後毎年継続しています。 

  

オリンピアの利用者老人たちのクリスマス礼拝と祝会

に同席して一緒に祝うと共にYMCAの混声合唱団くさ

ぶえの合唱と、お茶とお菓子及びみなさんへのプレゼン

ト代金として３万円を提供してきました。 

約１時間のプログラムの後はホテルに移動してDBC東

京むかでクラブを迎えての祝会を行っています。 



  

･メンバー:井上、大野智､大野勉、小田､郡､鈴木､手塚、丹羽､ 

細見、松田、水野､宮内、山田 12名、  

･ゲスト:小栗 献氏、奈良昭彦氏、マリア味記子氏、高月渚 

氏、大森展弥氏、 

･欠席者:井内、民谷、手塚 3名 

･出席率:（12名＋メーキャップ1名)÷15(出席率対象会員数)

＝86.7％ 

･充足率:（12名＋ﾒﾈｯﾄ・ｹﾞｽﾄ 5名）÷21(在籍数)＝ 81.0％ 

(2)11月度活動報告 

・11月第1例会⇒11/8(木) 18:30～20:30  於）神戸YMCA

「キリスト教と音楽」 小栗献氏（神戸聖愛教会） 

・11 月第 2 例会 11/22(木)19:00～20:30 神戸YMCA 三宮

会館208室 

・ﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ 11/3 於）しあわせの村 井上・大野智恵・大野

勉・手塚・丹羽・松田・水野・宮内出席 

・11/10（土） Y’s Day 大阪土佐堀クラブで 

・11/10,11（土、日）西日本区役員会 大野勉 

･11月部会訪問（びわこ部会11/4 於草津 大野勉） 

・じゃがいも販売終了（612箱） 

・神戸YMCAベルクワイアーコンサート前売りチケット 

 神戸ポート販売依頼分25枚完売 

(3)12～2月のクラブ例会 

・12月第1例会 12/7（金）18:30～21:30 特養オリンピア

＆ANA クラウンプラザホテル神戸 4F 「ザ・テラス」 

ドライバー：山田・橋本 会費：3000円 

・12月第2例会 12/20（木）19:00～20:30 神戸YMCA 

・1月第1例会 1/10（木） 於）神戸YMCA201教室   

及びチャペル 「PPM の頃」ミニコンサート 田中仁志

氏及びPiece of Forest 会費：1000円 ドライバー：宮内・

手塚 

ミニコンサートは無料、たくさんの方の参加を募る 

・1月第2例会 1/24（木）19:00～20:30 神戸YMCA 

・2月第1例会 2/14（木）18:30～20:30 神戸YMCA 

  PHD職員 中西美樹氏及び研修生3名（インドネシア・

ミャンマー・ネパール）「NGO で働くということ」 

YMCA余島One Camp報告 

  ドライバー：松田・廣瀬献 

・2月第2例会 2/28（木）19:00～20:30 神戸YMCA 

(4)今後の予定、他クラブ例会等 

・11/3,4（土、日）福岡ＹＭＣＡチャリティラン見学 山田 

・11/26（月） 六甲部・瀬戸山陰部編入問題報告会 於）神

戸YMCA 大野勉出席 

・12/14（金） 神戸市民ｸﾘｽﾏｽ及び宝塚ｷｬﾛﾙの夕べ 

・いっくん支援他クラブへ説明 12/3(木)京都ゼロ：山本 

智子さん、郡、大野智  1/10(木)大阪西  3/12(火)京都 

(5)協議課題 

・1月第1例会ゲスト謝礼について 

・チャリティコンサートちらし、チケットについて 

 連絡先を水野からＹＭＣＡ国際・奉仕センターへ変更 

・次期会長について 保留 

・神戸ポートの奉仕活動・EMC活動についての意見交換 

 新しいパンフを作成中        （宮内 記） 

  

＜チャリティーラン＞ 

11月３日（祝・文化の日）、恒例の神戸YMCAインタ

ーナショナルチャリティーランが、しあわせの村で行われ

ました。お天気に恵まれ、とても気持ちのよい一日でした。

ゲストには陸上の小林祐梨子選手を迎え、活気あるイベン

トとなりました。競技の間に、小林選手の「陸上クリニッ

ク」の時間が設けられ、テンポの良いリードでたくさんの

参加者が楽しそうにレッスンを受けていました。 

神戸ポートは、タピオカドリンク、チョコレートバナ

ナ、奈良・明日香の美味しい柿を販売し、今年も好評をい

ただきました。メンバー8名と、WAP研修生3名、ゲス

ト 2 名で、わきあいあい参加者との関わりを持ちながら

楽しく活動し、収益金20,000円を寄付することができま

した。 

数年前より、WAP の皆さんはこのイベントに参加され

ています。楽しみにされると同時に励みにもされていると

伺っています。支援を続けている私たちにとっても嬉しい

ことです。 

 

後日、小林選手がラジオでチャリティーランのことを紹

介してくださいました。このイベントの良さが伝わってく

るものでした。YMCA・ワイズメンズクラブの認知度を上

げるためにも、このような機会をたくさん作っていけたら

いいなと思います。         （大野智恵 記） 

 

<九州部直前部長 小田ﾜｲｽﾞ(福岡中央クラブ)との交流､福

岡YMCAインターナショナルチャリティーラン見学> 

1.日時:2018年11月3日(土)､4(日) 

2.場所:中洲川端付近､福岡大濠公園 

3.内容: 

下関で所用がり､そのあと博多へ伺い､昨年度西日本区役

員メンバーとして一緒に活動した､九州部直前部長 小田ﾜｲ

ｽﾞと交流した｡博多の事を拝聴しながら､美味しい名産の

数々を頂き､至福の時間を過ごした｡ 



  

翌日は､福岡YMCAチャリティーラン→見学にお誘い頂

いた。晴天の下､福岡大濠公園を周回するコースで､普段か

ら散歩やランニングで賑わう公園の中､池の周りを走る爽

快なコースで､盛り上がるランとなっていた｡ 

 

終了後は交流会にも参加させて頂き､イタリアンランチ

食べながら楽しい時間を過ごしたのち､帰途についた｡これ

からも昨年度から続くご縁を大切に､相互交流を図って行

きたい。                      (山田 記) 

 

＜京都キャピタルクラブ35周年記念例会＞ 

日時：11月3日（土） 

場所：ウェスティン都京都ホテル 

内容： 

京都部の中でも特に紳士的な例会を開催している（個人

の感想）京都キャピタルクラブの記念例会に出席しました。

阪神淡路大震災当時の日本区理事岡本尚男ワイズの「尚男

の部屋」は、「◯子の部屋」を模して、ワイズの将来、キ

ャピタルクラブの未来等、話題をふりながら、参加者を巻

き込んでのユニークなプログラムでした。  

     （大野勉 記） 

   

田中地域会長    岡本ワイズ    神﨑同盟総主事 

 

＜第23回びわこ部部会＞ 

日時：11月4日(日) 

場所：草津まちづくりセンター＆クサツエストピアホテル 

内容： 

草津クラブ池田政弘部長のテーマ「考えよう ワイズメン

ズクラブの原点を」をもとに、同盟総主事神﨑総主事の基調

講演が行われました。今期の部会のトリとして、多くの参会

者とともに、第 28 回アジア太平洋地域大会（仙台大会）の

アピールを行いました。         （大野勉 記） 

 

 

 

 

神戸YMCAマンスリーレポート 
 
 

①11 月 10 日、三宮会館にて YMCA セミナー2018 が開催

されました。「制度の間の社会課題とＹＭＣＡの働き」を

テーマに、3名のパネリストがそれぞれの活動実践をもと

にお話しくださり、YMCA が必要とされる働きについて

学びを深めました。 

②今後の神戸YMCAイベントについて 

★「わたしたちの難民問題」～日本に暮らすﾗｵｽ定住難民」 

   日時：12月5日（水）午後6時30分～8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 

★神戸YMCA国際協力街頭募金活動 

   日時：12月9日（日）午後2時～4時 

   場所：神戸元町大丸前 

   問合：神戸YMCA国際・奉仕ｾﾝﾀｰ  

078-241-7204 

★第60回神戸市民クリスマス『みんなで祝おうクリスマス』 

   日時：12月14日（金）午後5時～8時30分 

   場所：日本聖公会神戸聖ミカエル教会 

（兵庫県庁の西） 

   問合：神戸YMCA  

078-241-7201 

★「第6回川崎塾」～核兵器のない世界をつくるには～ 

   日時：12月15日（土）午後1時30分～3時30分 

講師：奥本京子氏 

（大阪女学院国際・英語学部教授） 

場所：神戸市外国語大学 

   申込：兵庫県ユニセフ協会 

      078-435-1605 

★神戸YMCAベルクワイアーコンサート 

   日時：12月24日（月・祝）午後2時30分開演 

   場所：神戸芸術センター『芸術劇場』 

       （神戸市中央区雲内橋通7-1-13） 

   入場料：前売券1,800円（中学生以上） 

   問合：神戸YMCA  

078-241-7203 

 

 

 

 


