
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” 

2月強調月間 TOF CS FF STEP for All 

各クラブ独自で行っている素晴らしい CS 事業をワイズ全体に発信し、自慢しましょう。 

互いに知り合う事でワイズ活動の活発化を促進しましょう。各種献金は期限までにお願いします。 

                            吉田由美 地域奉仕・環境事業主任（大阪なかのしまクラブ） 
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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 362 号 

2018 年 2 月 

＜ 2018年 2月の聖句 ＞ 

＜イエスは言われた。「わたしは復活であり、命である。わたしを信じる者は、死んでも生きる。生きてい

てわたしを信じる者はだれも、決して死ぬことは無い。この事を信じるか。」＞（ヨハネによる福音書 11：

25-26） 

2 月はワイズにとって、TOF の時とされていますが、正確には TOF-GPF（Time of Fast Global Project Fund

断食の時資金）で、ロースターによれば、「世界の飢餓に苦しむ人々のために、ある月のクラブ例会の食事

を抜きにしてその分の金額を国際に集め、その年度に定めた支援目標に捧げる奉仕活動」を指すもので、聖

書とは関係ありません。イスラム教ではラマダン（今年は 5 月から 6 月にかけての 1 か月）での断食が課せ

られていますが、キリスト教では断食は聖書で語られていますが、課せられていません。上記の聖句は、ラ

ザロの死の場にあって、イエスが言われた言葉ですが、イエスを信じるか否かの問いが信者には迫られてい

るのです。（Rev. Y） 

 

＜2 月第 1 例会＞ 

2 月は(TOF)断食の月です。貧しい食事で我慢して、

差額をＴＯＦに献金します。東ワイズのメネットか

ら「団地コニュニティーと地域づくり。」について学

びます。5 時半からは使用済み切手の整理をして、Ｂ

Ｆ献金の一部に加えます。 

        ＜記＞ 

日 時：2018 年 2 月 8 日(木)18：30～20：30 

場 所：神戸 YMCA 三宮会館 201 室 

開会点鐘：井内会長  聖句・祈祷：山崎ﾜｲｽﾞ 

卓 話：東 善仁氏  担当：郡、丹羽 

＜団地コニュニティーと地域づくり。＞ 

今月の誕生者および諸連絡 

TOF 例会として 2,000 円を負担して頂き弁当代と

の差額を BF 献金に加えます。 

出欠を郡ワイズに届けて下さい。 

閉会点鐘：井内会長  

 

＜1月出席状況＞ 

出席率：65.0％(出席数)13/20(出席率対象会員数) 
出席数：ﾜｲｽﾞ13(内ﾒｰｷｬｯﾌﾟ2)  ﾒﾈｯﾄ1  ﾋﾞｼﾞﾀｰ10 

ｹﾞｽﾄ13  
 計37名 
 

＜今後の予定＞ 

＜2 月第 1例会＞ 

  2 月 8日(木)18:30～ 神戸 YMCA三宮会館 201  
＜ＹＹフォーラム＞ 

2 月 10日(土)13:00〜17：00神戸 YMCA三宮会館 
＜2 月第 2例会＞ 

 2 月 22日(木)19:00～ 神戸 YMCA三宮会館 208 
＜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 

＜3 月第 1例会＞ 

 3月 8日(木)18:30～神戸 YMCA三宮会館 308･309 

＜3 月第 2例会＞ 

3 月 22日(木)19:00～神戸 YMCA 三宮会館 208 
 
 

 
 

 
 

 

＜2月のお誕生者＞ 

7 日 佐野 恵美メネット 27 日 井内 朋博ワイズ 
 

 

＜2017-2018年度のファンド・累計＞           
             1月        累計 

ニコニコ      9,500円    16,500円 

物品販売       0円   31,900円 

   (じゃがいも、カード、玉ねぎ、りんご、柿チップ等) 

 



  

 

会長メッセージ 

                      井内 朋博  

  

2018 年、新しい年を迎え最初の例会は神戸西クラブと合同で行い、支援団体の WAP コーポレーション

にて大勢のゲスト、ビジターが集い盛大に執り行うことができました。関係者の話をお聴きし、障害者の

自立を支援するために様々な取り組みを考案され、障害者が活き活きと輝ける事業をされていることに感

銘を受け、私自身今まで持っていた意識を変えなければ！と思いました。また、当日のゲストの中には我

クラブが支援する希少難病ＦＯＰと闘う山本育海さんのお母様も出席して下さいました。山本智子様は今

月の神戸クラブ、西宮クラブの例会にてゲストで卓話をされるとのことであり、他クラブのワイズメンが

希少難病に対する理解を深めて頂く機会になると思います。  

一方、我クラブの今月の例会には、東恭子ワイズのメネットにお越し頂き、お二人がご結婚後に取り組

まれた「団地コニュニティと地域づくり」について卓話をして頂き、また来月の例会はメンバーの細見ワ

イズに地域奉仕・環境事業の一環として卓話をして頂きます。どのような話が聴けるのか、楽しみにして

います。お二方よろしくお願い致します。 

１月に入り一段と寒さ厳しい日が続き、各地で雪の影響も発生しています。インフルエンザも流行る時

期でもありますので、皆様におかれましては体調管理に充分に留意して頂きご自愛願います。 

もう少し寒さは続きますが、心は温かく、この時期を乗り切り、４月の３０周年記念例会、６月の西日本

区大会を期待して迎えましょう！ 

       

＜1月第１例会（新年合同例会）報告＞ 

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 

出席： 

・メンバー11名:井内､大野智､大野勉､小田､郡､佐藤､鈴木､ 

丹羽､松田､水野､山田 

・石坂特別メネット 

・神戸西クラブ5名：大田厚三郎、加茂周治、岡山泰典、 

坂本滋、加茂メネット（５名） 

・ビジター5名：美崎晋､中道京子､森愛子､山本洋子(以上神 

戸)､菅原進(芦屋) 

・ゲスト13名：岡本正、河南勝、海老口恵子、吉川史浩（以 

上㈱ＷＡＰコーポレーション)、宍田正幸 

（新長田まちづくり㈱）、山本智子(郡)、住 

本一礼(大野智)、手塚貴子(大野智)、宮内伸 

浩(大野智)、濱崎典明(大野智)、有川洋司 

(水野)、井上待子(水野)、木南仁(水野) 

※（ ）内は紹介者 

・内容 

リレートーク『新長田地区における震災復興事業と障害 

福祉サービス事業』 

  コーディネーター：岡本正（株式会社WAPコーポレー 

ション代表取締役） 

① 宍田正幸（新長田まちづくり株式会社代表取締役） 

「震災復興と新たな開発事業の進展と今後のまち 

づくり」 

 

 

 

 

② 河南勝 （エコールKOBE学園長） 

「新長田地区をキャンパスにした学生の活動に 

ついて」 

③ 海老口恵子（カレッジ・アンコラージュ副カレッジ長） 

「職業訓練と地域の事業所との連携の実際」 

④ 吉川史浩（エコールKOBE副学園長） 

「障がい者スポーツと長田地区におけるスポーツ 

 ジムの展開」 
 

 神戸西クラブとの新年例会を、神戸ポート支援先の株式会

社ＷＡＰコーポレーションの本社で行い、その取り組みを理

解する機会を得ることができた。同社の 岡本 正 代表取

締役がコーディネーターとなり、リレートークの形で、同社

の活動についていろいろな側面からの話があり、同社が新長

田のまちに根付いて、先進的で豊かな活動を展開されている

ことが良く分かった。そこには、障がいをもつ方々の社会的

自立を応援するという考えが随所に盛り込まれており、スタ

ッフの皆さんの温かい気持ちが伝わってきた。また、神戸ポ

ートクラブ・YMCA とのつながりにも触れられ、その感謝

の気持ちに応えるべく、これからもできるだけの支援ができ

たらと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 限られた時間ではあったが、神戸西クラブの皆さんやたく

さんのゲストの参加があり、新たな交流も生まれ有意義な会

となった。お食事は、地域のお店のケータリングを利用した

が、お勧めどおりとても美味しくリーズナブルで、こちらも

大満足であった。また、12月の例会に続き、石坂和子特別メ

ネットの出席はクラブメンバーにとって大変嬉しいことで

あった。              （大野智恵 記） 

 

 

＜1月第2例会報告＞ 

1.日時:2018年1月25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､郡､鈴木､丹羽､東､松田､水野､山

崎、ゲスト１名（宮内）計11名 

4.内容: 

(1)1月第1例会出席 

･メンバー 12名(うち特別メネット1名) 

・神戸西クラブ5名 ･ビジター 5名 ・ゲスト13名 

･出席率:11 名（特別メネット除く）＋メーキャップ２

÷20(出席率対象会員数)＝65％ 

･充足率:11名＋ｹﾞｽﾄ・ﾋﾞｼﾞﾀｰ 24名÷22(在籍数)＝159％ 

(2)1月度活動報告 

・メネット事業担当者会1/16(火) 参加者：東 

 支援推薦団体「まなびと」について再検討を行い、 

神戸ポートとしては推薦する。 

(3)2～4月のクラブ例会 

･２月第1例会(TOF例会) ：2/8(木)18:30～20:30  

於：神戸YMCA三宮会館201室  卓話者：東善仁氏 

内容「団地コニュニティと地域づくり」  

担当 郡､丹羽  17:30～ 使用済切手整理 

･２月第2例会：2/22(木) 於 神戸YMCA三宮会館208室 

19：00から：弁当は郡ワイズが調達（数を知らせる） 

･３月第1例会 3/8(木)：18:30～20:30 於神戸YMCA三宮 

会館308、309室  卓話者：細見ワイズ 

神戸クラブとの合同例会（弁当：香菜亭：中華） 

・３月第2例会：3/22(木) 19:00～20:30 於神戸YMCA三宮

会館208室 

・４月第1例会⇒30周年記念例会 4/28(土) 13:30～17:00 

  神戸YMCA三宮会館～ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 

・４月第2例会の日程調整４月12日(木)19:00 

 (4)今後の予定、他クラブ例会等 

･2/3(土) 14:00～16:00さんだｸﾗﾌﾞﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝｺﾝｻｰﾄ  

内容：ｸﾗｼｯｸﾋﾟｱﾉ演奏、場所：三田市総合文化ｾﾝﾀ  ー

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

会館 2/2(金)申込み締切、松田連絡主事が取り纏め 

 出席予定：大野智恵、大野勉 

・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（小田） 

・3/3(土) 10:00～「揚がれ！希望の凧」10:00〜12:00 

チラシは大野作成。タコ代１万円クラブより支出。 

・3/7(水)クラブ会長、総主事懇談会 19:00～20:30 

  神戸YMCA 三宮会館 六甲部各クラブ会長、次期会長、 

Y ｻ・ﾕｰｽ担当者、井上総主事 

・3/10(土)～11(日)次期会長・主査研修会  

於 新大阪コロナホテル 出席者：水野次期会長 

・3/6(火)～8(木) 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 

(5)半期終了時の会計報告 

・丹羽会計より報告 

(6)今後の課題 

・第21回西日本区大会について 

① 登録のしおりを会長からメンバーに配布 

② 大会で着用するﾕﾆﾌｫｰﾑｼｬﾂの申込みは鈴木ﾜｲｽﾞが取

り纏める。1/31(水)締切り 

･神戸ポート30周年記念例会＆コンサートについて 

・ブリテンに関して 

第1例会報告記事でｹﾞｽﾄ、ﾋﾞｼﾞﾀｰの名前を記載する。 

・西日本区からの案内について 

 国際協会写真コンテスト－内容は1/15にﾒｰﾙ配信済み 

 応募期間：2017/12/18～2018/3/31 

                                    (大野 勉 記) 

 

＜メネット事業担当者会報告＞ 

開催日：2018年1月16日  

場所：磯上邸  

内容 

１.「子どもの居場所づくり」推薦団体について 

「まなびと」の推薦にあたり、学習支援活動で利用者から利

用料金を頂いている点で、推薦団体としてふさわしいのかと

いう疑問が出た。再度、団体代表に確認し、子どもの居場所

事業の助成をもらっているプログラムは無料で開催してい

ることから、ポートではこの活動を支援することで、推薦団

体とすることを確認し、当初の予定通り六甲部の推薦団体と

してWACCA（神戸クラブ）と「まなびと」（神戸ポート）の

２団体となった。 

２．ピンクTシャツ運動について 

六甲部の部としての事業であってメネット事業ではないこ

との確認。ただし、集まった資金は今回は西日本区のメネ

ット事業の支援金とする。各クラブから部長へ購入枚数を

連絡。 

3. 今後の六甲部メネット事業のこと 

・6月の西日本区大会メネットアワー 

 9日（土）11：00～12：40に協力する。 

(東 恭子 記) 

 



  

 

＜折りづるラン2018＞ 

１月６日の朝、今年の走り初めをしながら決意しました。 

「そうだ、折りづるランを再開しよう！」 

西日本区内でまだ「足」で訪問していない和歌山、奈良、金沢、

鳥取、そして米子を訪問しよう。と決意したのです。 

プレイベントして、1.17震災記念日は、武庫川から須磨までの

被災地を32kmラン。 

そして折りづるラン①は１月21日、大阪YMCAから和歌山へ

向けて高石まで21km。②は１月29日、高石から和泉佐野18km

まで。さらに③は和泉佐野からみさき公園、④はみさき公園か

ら和歌山YMCAゴールの予定です。２月中に奈良までの達成。

３月以降、金沢を目指します。 

折りづるランの趣旨は、①平和を祈り、東日本大震災や熊本地

震被災地など、復興支援の意思を表明すること。②健康に感謝

し、１km走るごとに100円を募金（献金）すること。 

ワイズの方々に発信し、健康のありがたさ、支援の必要性を伝

えていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   （大野 勉 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

願いします。ポロシャツのサイズを調べましたが4月に出

来ますので2,000円で購入して頂きます。ご協力お願いし

ます。 

大会参加要鋼と参加登録用紙等は会長を通じてみなさん

に届けていますが、西日本区ＨＰを通じて個人で登録して

頂きます。3月31日までの登録は20,000円になります

が、5月10日までなら22,000円、以降は25,000円になり 

 

ますので、ご注意ください。登録できない方はご相談くだ

さい。 

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｡ 

出来れば外国切手は別にしておいてください。 

             （鈴木 記） 

 

  

 

神戸 YMCAマンスリーレポート 

 

① 2014年4月より開始し、多くの方のご支援を頂戴しまし

た、神戸YMCA新会館建築募金へのご寄附受付を2017年

12月31日をもって終了いたしました。 

あらためて募金報告をさせていただきますが、まずはワ

イズメンズクラブ六甲部の皆様、そして多くの方々がお

支え、ご参加くださいましたことを、こころより御礼を

申しあげます。 

② 神戸YMCA学院専門学校日本語学科に在学している学生に

対して、YMCA活動を積極的に取り組む者、経済的理由に

より修学が困難であると認められる者に国際奨学金を支

給しています。2017年度前期はベトナム及びブルキナフ

ァソから、後期はベトナ及び台湾からの学生計4名で

す。YMCA諸活動に参加の際にはぜひお声掛けくださいま

すようお願いいたします。この国際奨学金は皆様からお

預かりしている国際協力募金が用いられています。 

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 

 ★2月28日(水)ｺﾐｭﾆｶ学院・神戸YMCA日本語ｽﾋﾟｰﾁｺﾝﾃｽﾄ 

    時間：9時～13時 会場：兵庫県民会館県民ﾎｰﾙ 

★3月6日（火）神戸YMCA学院専門学校卒業制作 

発表会 

       日本語学科中上級クラス 

時間：13時20分～15時10分  

会場：神戸YMCA三宮会館 

 

 

 

 

 
１月17日武庫大橋をスタート 

三ノ宮会館前 

復興のシンボル「鉄人28号」 

 


