
  

 

 

  

 

 

 

 

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” 

3 月強調月間 ＪＷＦ 

ＪＷＦは皆様の厚意によって支えられています。個人やクラブの記念に合わせて献金をお願いします！ 

                            岩本 悟 ＪＷＦ管理委員長（熊本にしクラブ） 
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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｡ 
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＜ 2018年 3月の聖句 ＞ 
 

＜主はあなたを苦しめ、飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけ 

で生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉で生きることをあなたに知らせるためであった＞ 

旧約聖書 申命記（8：3） 

この聖句は、新約聖書のマタイ 4：4 によれば、イエスが荒れ野で悪魔の誘惑を受けた時引用された言葉 

です。2 月 14 日の「灰の水曜日」から始まるレント（受難節）は、3 月 31 日に終わり、4 月 1 日にイース 

ター（復活節）を迎えます。「人はパンだけで生きるものではない」という言葉は、Y’s メンバーとしても 

その意味を考え、心の準備をする時なのです。                       （Rev. Y） 

＜3月第 1例会＞ 

3 月の第 1 例会は細見ワイズに環境問題についての

講話をしていただきます。神戸クラブとの合同例会

ではありますが、六甲部地域奉仕・環境事業の一環

としてもとらえていただき、環境について学ぶ機会

になるかと思います。今回は、省エネ活動の再認識

ということで、具体例も参考にしながら暮らしに生

かせる取り組みを学びます。  

＜記＞ 

日 時：2018 年 3 月 8 日（木）18:30〜20:30 

場 所：神戸 YMCA 三宮会館 308・309 室 

担 当：山田、佐藤 

開会点鐘：神戸ポート井内会長   

聖句・祈祷：山崎ワイズ 

入会式：井内会長  

卓 話：細見俊雄ワイズ「家庭と省エネ」 

諸連絡、今月のお誕生日、今月の歌 

閉会点鐘：神戸クラブ美崎会長 

            ※18:30〜19:00：会食 

 

＜2月出席状況＞ 

出席率：75.0％(出席数)15/20(出席率対象会員数) 
出席数：ﾜｲｽﾞ15(内ﾒｰｷｬｯﾌﾟ5)  ﾒﾈｯﾄ1  ｹﾞｽﾄ2  

 計18名 
 

＜今後の予定＞ 

＜「揚がれ！希望の凧」須磨海岸＞ 

3 月 3日(土) 10:00～ 

＜クラブ会長、総主事懇談会＞ 

3 月 7日(水) 19:00～  神戸 YMCA三宮会館 

＜3月第 1例会＞ 

 3 月 8日(木)18:30～神戸 YMCA 三宮会館 308・309  

神戸クラブとの合同例会 

＜次期会長・主査研修会＞ 

3 月 10日(土)～11日(日) 新大阪コロナホテル 

＜3月第 2例会＞ 

3 月 22日(木)19:00～神戸 YMCA 三宮会館 208 

＜第 2回六甲部評議会＞ 

3 月 24日(土)14:00～神戸 YMCA 三宮会館 

＜4月第 1例会（30周年記念例会）＞ 

4 月 28日(土) 13:30～17:00 

 神戸 YMCA三宮会館～ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 
 

 
 

 

＜3月のお誕生者＞ 

12 日 松田 康之メネット  13 日 民谷 清ワイズ 
21 日  山崎 弥生メネット  24 日 松田道子ワイズ 
 

 

＜2017-2018年度のファンド・累計＞           
             2月        累計 

ニコニコ        0円    16,500円 

物品販売       0円   31,900円 

   



  

 

会長メッセージ 

                      井内 朋博  

  

2 月も後半になり、少しずつですが暖かさを感じる気候になりつつあります。 

さて私の方は、最近仕事が多忙となり、例会の出席が困難な状況となっています。このような状態の時は、

心身の健康のバランスも崩れがちになります。大野勉理事が主題としている「心身の健康づくりから、ク

ラブの健康づくりへ」が改めて大事であると思えます。 

この仕事の繁忙期を乗り切り、３月からは例会に出席したいと思っております。３月第１例会は神戸クラ

ブとの合同例会となり、新入会員を２人迎え入れる喜ばしい例会になりそうです。神戸ポートクラブが更

に躍進できるように皆様で一丸となり楽しく活動をしていきましょう！ 
  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

＜新入会員紹介〜神戸ポートクラブへようこそ！＞ 
 

＊手塚 貴子 さん 

 ご家族皆様YMCAとの関わりが長く、現在YMCAが指定管理

を受けている須磨体育館でスタッフとして活躍されていま

す。お世話になっている YMCA のお役に立てることがあれば

というお気持ちで入会を決意されました。 

 笑顔がとても素敵で、雰囲気を明るくしてくださいます。 
 

＊宮内 伸浩 さん 

 退職後、新たな人とのつながりをと考えておられた時に、

タイミングよくワイズの活動を知り関心を持たれました。

「第２例会から参加するとクラブのことがよくわかる」とい

うことで、神戸ポートの活動をよく理解されての入会です。 

 ワイズライフを楽しみ、前向きに活動していかれることで

しょう。             （大野智恵 記） 

 

＜2月第1（ＴＯＦ）例会＞報告  

日時：2018年2月9日(木) 17：30～18：20 切手整理 

              18：30～20：30 例会 

場所：神戸ＹＭＣＡ三宮会館 201号室 

出席者 計13名 

・メンバー： 10 名 大野智、大野勉、小田、郡、鈴木、 

丹羽、東、松田、水野、山崎 

メネット：   1名  東善仁氏（2月のスピーカー） 

  ゲスト ：   2名  宮内伸浩氏 中道愛子氏 

＜卓話内容～団地コミュニティーと地域づくり～＞ 

卓話者：東善仁氏 

（内容） 

社会全体に高齢化が進み、若い層は新しい生活空間を 

求めていく等の傾向から、多くの団地や旧住宅街での空 

家が増え、建物が老朽化し、だから余計に人が集まらな 

いという悪循環に直面しています。 

行政の働きかけを受けて、自ら、問題を抱える団地(堺 

市茶山台団地）に住み、私たちのメンバー森恭子さんと 

結婚され、その後、目標である～団地コミュニティーと 

地域づくり～を二人三脚で取り組まれた様子と成果が熱

っぽく語られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年 6 月の団地内結婚式の様子を伝える数分のビデオ

を最初に観ただけで、目標がほぼ達成されているのを感

じました。映し出された結婚式までの準備の数々、そして

当日、こどもから老若男女、それぞれが楽しみながら二人

を祝っている様子が写しだされていたのです。 

地域づくりにむけて、使われていなかった集会所を、 

誰でもが入りやすい「としょかん」にしたり、「0円マー

ケット」等、具体的な活動で生み出されていく場所が、単

にサービスが提供されているだけの場所ではなく、誰で

もが、楽しみながら、自由に参加できる自分たちの居場所

になっていったのです。職場でも自宅でもない、そしてゆ

るやかに、ゆっくりつなぎ直されていく「サードプレイス」

 

 

＜3月第1例会スピーカーの紹介＞ 
 

細見俊雄ワイズ(神戸ポートクラブ) 
 

  NPO法人ワット神戸で理事を務めておられ、再生

エネルギーにも精通しておられます。今回は、一般

財団法人省エネルギーセンター省エネ支援サービス

部からの講師派遣という形で以下のような観点でお

話をしていただきます。 
 

 「京都議定書、洞爺湖サミット時に比べ、東日本 

大震災以後YMCA会員の省エネ活動に対する意識

が、停滞しているように思われる。今一度省エネ活

動の具体例も参考にしながら、問題の重要性を再認

識する。」 

 

 



  

の広がりとエネルギーがそこにありました。 

私の現在住んでいるところは須磨区潮見台、自然環境

は抜群なのですが坂の上で生活がしにくく、空家や一人

住まいの家が増えてます。お話を聞きながら、ゆっくり楽

しみながら、私でも「なにかできるかもしれない！！」と

心を動かされたひと時でした。 

お二人には8月に新しい家族が増えるそうです。おめ

でとうございます、メンバー一同楽しみにしています。 

(丹羽和子 記） 

 

 ＜2月第2例会報告＞ 

1.日時:2018年2月22日(木) 19:00～20:30 

2.場所:神戸YMCA三宮会館208室 

3.出席: 小田､大野智､大野勉､郡､鈴木､東､松田､細見､水野

(進行)､山田  

+(入会予定者手塚､宮内 2名) 計12名 

4.メーキャップ：本日：細見、山田、YY ﾌｫｰﾗﾑ佐藤､橋本、

YMCA会議井上、5名 

5.内容: 

(1)2月第1例会出席 

･メンバー:大野智､大野勉､小田､郡､鈴木､丹羽､東､松田､ 

水野、山崎 10名 

･メネット:東 善仁､ 

･ゲスト:宮内伸浩(入会候補者)､中道愛子(YMCA)､ 

･欠席者:井内､井上､岡田､佐藤､民谷､橋本､細見､廣瀬献､ 

廣瀬頼､山田､(齋藤)､(佐野) 10名､ 

･出席率:10名＋メーキャップ5名÷20(出席率対象会員数)

＝ 75.0％ 

･充足率:10名＋メーキャップ5名＋メネット･ゲスト3名

÷22(在籍数)＝81.8％ 

 (2)2月度活動報告 

･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「団地コミュニティと地域づくり」担当 郡､丹羽    

17:30～ 使用済切手整理 7 名にて､日本切手約 1.2kｇ外国

切手360g､ 

･2月第2例会 2/22(木) 於 神戸YMCA三宮会館208室 

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

館､クラブより 8 名参加(大野智､大野勉､郡､松田､橋本､佐

藤､山田､鈴木) 

･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 

当クラブより 2名参加(小田､松田) 

(3)3～5月のクラブ例会 

･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｢家庭と省エネ｣ 

神戸クラブとの合同例会 担当:山田､佐藤 

弁当手配:大野勉 

･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～グリーンヒルホテル神戸 

･4月第2例会の日程調整し､4/12(木)に決定 

･5月10日 第1例会(卓話者､水野さん紹介) 

･5月24日 第2例会 

(4)今後の予定､他クラブ例会等 

･3/3(土) 10:00～「揚がれ！希望の凧」in 須磨海岸 

宮内､手塚､大野智､大野勉､鈴木､東､水野､山田 

･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､水野､井内､松田 

･3/10(土)～11(日)次期会長･主査研修会 

於 新大阪コロナホテル 大野､山田 

･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 

･六甲部評議会 3/24(土)14:00〜16:30 開催､申込み締切

3/7(土)｡現在出席予定は井上､大野智､大野勉､小田､郡､山

田(評議会､懇親会共)､松田(評議会のみ)会長経由で連絡｡ 

(5)今後の課題 

･第21回西日本区大会について 

登録のしおりは､会長からメンバーに配布済｡各時登録申込

の事｡大会で着用するユニフォームシャツの申込鈴木ﾜｲｽﾞ

が取り纏める｡4月に配布予定｡ 

･神戸ポート30周年記念例会＆コンサートについて 

4/14(土)を申込締切にしているが､3月末までに情報収集す

べく各会長へアナウンスする｡3/24(土)評議会でも念押し

する｡また他クラブ例会に出席してアピールが必要｡宝塚ク

ラブ例会には山崎ワイズが出席予定｡ 

役割分担を3/22(木)第2例会で決定する。 

･入会式(手塚貴子さん､宮内伸治さん)3月第1例会で｡ 

 入会時オリエンテーションを2/22(木)に実施済｡ 

･次年度役割分担について 3月第 2例会にて次期会長が提案

する｡YMCAの国際ボランティアとの連携について話した｡ 

･第 1 例会会場案を山田から説明､回覧し､1 度利用してみる

方向となった｡        (大野 勉､山田 記) 

 

＜西宮クラブ訪問＞ 

２月９日(金)に、 神

戸ポートクラブが以

前から支援している

筋肉の中に骨ができ

る難病「進行性骨化

性線維異形成症（Ｆ

ＯＰ）」と闘う兵庫県

明石市の山本育海さ

んのお母さん智子さんの講演があり、応援隊として出席



  

しました。「育海のことを話すとどうしても泣けてきてし

まうんです。」と切々と話されるお姿に、子を思う母の強

さと愛情の深さが感じられ、心打たれました。支援の輪が

さらに広がってほしいものです。 

（ 大野 勉 記） 

 

＜YYフォーラム＞ 

日時：2月10日(土) 

YMCA のブランディングをテー

マに、3年目の取り組みです。今回

は、「Y’s ストーリー」をグループで

作成し、動画にしようということで、さまざまな作品が集

まりました。昨年新館が開館して 1 年経過した神戸

YMCA三宮会館に魂を吹き込んでいこうと、参加者の熱

気がみなぎっていました。    （大野 勉 記） 

 

＜阿蘇でもちつき＞ 

昨年は2度、コーヒー&歌のサービ

スを行った南阿蘇のサービス付高

齢者住宅「喜笑楽」で、餅つきサー

ビスを行ってきました。歌も楽し

んでいただきました。 

2月 12日(月)は大雪のため高速道

路が通行止めとなり、九州内は国

道を走り、5時間でやっと山口へ。11時間かけて帰神しました。

同行者は、京都めいぷるクラブ山川 Y サ・ユース事業主任でし

た。                  （大野 勉 記） 

 

＜折りづるラン2018＞ 

折りづるラン奈良へ、和歌山へを完走しました。 

今回は、運転手（伴奏車）として、神戸クラブの進藤西日本区書

記にたいへんお世話になりました。2 月 14 日(水)は、奈良でイ

ベントもある中、12 時過ぎに奈良YMCA に到着し、着替えて

すぐに奈良県文化センターへ急ぎました。2 月 24 日は(土)は、

11 時にみさき公園駅まで和歌山クラブ神谷ワイズと三木ワイ

ズに迎えにきていただき、18km の道を伴走していただきまし

た。途中から、和歌山紀ノ川クラブ永井会長が自転車で伴走し

てくださいました。13時過ぎ、和歌山YMCA前には20人ほど

のメンバーの方に完走を祝って出迎えていただきました。感謝

です。                 （大野 勉 記） 

  

奈良YMCA会館前    和歌山YMCA会館前 

                    

 

神戸 YMCAマンスリーレポート 

 

① 2月3日、中日本YMCA役員等研修会が大阪南YMCAで開

催されました。12の都市YMCAと日本YMCA同盟の役員・

職員総勢49名が集い、各YMCAの現状報告およびブラン

ディング進捗状況が共有されました。中日本にある大小

さまざまなYMCAの働きを認識しつつ、オールジャパンと

して行動することを確認しました。 

② 2月17日-18日、第18回中日本区YMCAグローバル教育

研修会が六甲山YMCAで開催され、10のYMCAから5カ国

29名が参加しました。うち神戸YMCAのパートナーであ

る韓国・水原YMCAから2名、神戸YMCA高等学校・専門

学校学生・職員8名が参加しました。私たちにできる平

和への取り組みについて対話を通して学びあいました。

多くの参加者は多様な価値観に触れることで新しい視点

が持てるようになりました。今後それぞれのYMCAでさら

に活躍されることでしょう。この研修会はワイズメンズ

クラブ国際協会西日本区の助成を受けて実施されていま

す。ご支援ご協力に心より感謝申しあげます。 

③ 今後の神戸YMCAイベントについて 

★3月11日（日）午後1時～3時 街頭募金活動 

 神戸YMCA東日本大震災復興支援ﾁｰﾑﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾘｰﾀﾞｰ会 

 「東日本大震災から7年 いま、私たちにできること」 

 場所：神戸元町大丸前 

★4月1日(日)午前7時～ 

神戸YWCA・YMCA合同ｲｰｽﾀｰ早天礼拝「見ていないの

に信じれる？」 

時間：7時～ 

会場：神戸東遊園地 

ﾒｯｾｰｼﾞ：井上正道伝道師（日本基督教団神戸教会） 

 


