
  

 

 

  

 

 

 

 

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” 

4 月強調月間 YMCA サービス ASF 

YMCA と共に互いの立場と責務を理解し“明日のリーダーを今日育てる”若者（ユース）の為のワイズであろう！  

                            山川 新一 Ｙサ・ユース事業主任（京都めいぷる） 
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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. 
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＜ 2018年 4月の聖句 ＞ 

＜神は豊かな憐れみにより、わたしたちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活に

よって、生き生きとした希望を与え、また、あなたがたのために天に蓄えられている、朽ちず、汚れず、し

ぼまない財産を受け継ぐ者としてくださいました。あなたがたは、終わりの時に現わされるように準備され

ている救いを受けるために、神の力により、信仰によって守られています。＞（ペトロの手紙 1 1：3b-5） 

去る 4月 1日はイースター（復活節）でした。キリスト者が主イエスの復活により新たな希望が与えられ

たように、神戸ポートワイズ関係者すべてが生き生きとした希望を与えられて、新たな時代に進めることを

願います。（Rev. Y） 

＜4月第 1例会＞ 

4 月はいよいよ 30 周年記念例会＆被災地復興支援ﾁ

ｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄです。第 1 部は WAP の生徒たちのﾄｰﾝﾁ

ｬｲﾑ演奏に始まり、「くさぶえ」の合唱、吉岡美恵子

様のﾌﾙｰﾄと野田千晶様のﾊｰﾌﾟのﾃﾞｭｵ演奏、大野勉ﾜｲ

ｽﾞの支援活動報告です。 

第 2 部は記念例会（式典、懇親会）を行います。 

また、六甲部地域奉仕・環境事業として「きらりと輝

くｱｰﾄ展」も同時開催となります。 

YMCA 関係者、支援団体関係者、他ｸﾗﾌﾞのﾜｲｽﾞﾒﾝ、

ﾒﾈｯﾄが大勢お越し頂きます。被災地の復興を願うと

共に、この日のために出席される皆様に感謝し、30

周年を祝い、交流を楽しみましょう。  

＜記＞ 

日 時：2018 年 4 月 28 日（土）13:30〜17:00 

場 所：第 1 部 神戸 YMCA 三宮会館ﾁｬﾍﾟﾙ 

第 2 部 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 

きらりと輝くｱｰﾄ展 神戸 YMCA 三宮会館 

参加費：6,000 円（第 1 部のみ 2,000 円、第 2 部の

み 5,000 円） 

 

 

＜3月出席状況＞ 

出席率：72.7％(出席数)16/22(出席率対象会員数) 
出席数：ﾜｲｽﾞ16(内ﾒｰｷｬｯﾌﾟ1)、 神戸ｸﾗﾌﾞ19、 
ﾋﾞｼﾞﾀｰ 10  計45名 

＜今後の予定＞ 
 

＜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 

＜第 16回西日本区大会実行委員会＞ 

 4 月 23日(月) 18:30～20:30神戸 YMCA三宮会館 

＜4月第 2例会＞ 

4 月 12日(木) 19:00～神戸 YMCA三宮会館 208 

＜5月第 1例会＞ 

 5 月 10日(木) 18:30～ 神戸 YMCA三宮会館 201   

＜5月第 2例会＞ 

5 月 24日(木) 19:00～20:30 神戸 YMCA三宮会館 

＜6月第 1例会＞ 

 6 月 14日(木) 18:30～20:30 神戸 YMCA三宮会館 

＜6月第 2例会＞ 

 6 月 28日(木) 19:00～ 神戸 YMCA三宮会館 208 
 
 

 

＜4月のお誕生者＞ 

8 日 東 恭子ワイズ  14 日 細見 教江メネット 
21 日 齋藤 勲ワイズ 

 

＜2017-2018年度のファンド・累計＞           
             3月        累計 

ニコニコ      2,000円   18,500円 

物品販売        0円   31,900円 

（じゃがいも、玉ねぎ、柿チップ、カード等） 

   



  

会長メッセージ 

                      井内 朋博  

  

私事ですが、2 月～3 月中旬は仕事が多忙となり例会出席もままならず、皆様にはご迷惑をおかけしま

した。やっと繁忙状態から解放された先日 25 日の休日は久しぶりに六甲山に向かい趣味の走り、歩きを

してきました。丁度、六甲全山縦走トレイルランの大会が開催されており、多くの参加者とすれ違いまし

た。「以前は私も全縦走を何回かやったな～！」と振り返りました。今はとてもそんな走力はありません

が（笑）脚はくたびれましたが、心身のリフレッシュにはやはり登山がもってこいです。 

会長がいつまでも疲労している訳にはいきませんので、「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりへ」

繋げたいと思います。 

さて、今月は我クラブに二人の新入会員をお迎えすることができたことを光栄に思います。少しずつで

もワイズ活動を理解され馴染んで頂き、これからの活力となり、楽しまれますことを期待していますので、

どうぞ宜しくお願い致します。 

私の会長期もあっという間に残り 3 ヵ月ですが、4 月は 30 周年記念例会、6 月は大野勉理事輩出クラブと

して西日本区大会を迎えるため、中味の濃い 3 ヵ月となります。更に区大会においては、タイのチェンラ

イクラブとの IBC 締結のため 5 名が来日される嬉しい通知を頂いたばかりです。会長としての役割に身

の引き締まる思いですが、私に与えられたことを邁進して行く決意ですので、皆様に残り 3 ヵ月を支えて

頂きたくお願い致します。 
  

       

＜新入会員さんの自己紹介＞ 
 

＊手塚 貴子 さん 

私が子どもの頃、母に連れられ、今はもう見ることができな

くなった神戸 YMCA４期三宮会館のスイミング教室で、泳

いでいた事を思い出す。 

がむしゃらに泳いで魚ワッペンをもらうのが嬉しかった。一

緒に通った兄や友達のはしゃぐ声、リーダーの声は今も覚え

ている。あたりまえの教室だったかもしれないが、ものすご

く楽しかった。その当時の事を思い出すと、今も楽しくなる

のだから不思議だ。 

もちろん今も泳ぐことが好きだ。現在、体育館で、YMCAと

共に、少し活動をさせていただいている。スポーツ教室を通

して、大人も子どもも、「楽しかったなぁー」という思い出

が残ってくれれば幸いと、日々願っている。 

私の好きな歌の一つにジョンレノンの「Imagine」 がある。 

“You may say I’m a dreamer. But I’m not the only on” 

この部分の歌詞がお気に入りだ。 

自分なりの想像力を使って、自分なりの小さなお手伝いがで

きればという気持ちで入会しました。どうぞよろしくお願い

します。 
 

＊宮内 伸浩 さん 

宮内伸浩です。ざっとこんな人間です。 

〔来歴〕小中高は智恵さんと同じ。和歌山大学経済学部に潜

り込んだ4年間、グンゼ株式会社入社当初を除き、ほぼ須磨

の現住所で暮らす。コンピュータ部門で37年余、6月20日

還暦誕生日に退職。以後2年弱主夫と雑事の生活。今春、連

れ合いの教職引退により、主夫工数は半減か？ 

〔暮らしの彩り〕戸外：金を掛けずに登山、ウォーキング。

室内（本源系）：クラシックを聴く。いろんなものを読み漁

る。落語等お笑いを聞く。（スノッブ起源系）：文楽、歌舞

伎＝世話物が好ましい、絵画鑑賞＝抽象画も可。いずれも古

めかしい。（起源不明）学生時代の手抜きの反動か、今更の

数学、英語原書の勉強。日々午前中実施。心入れ替えたか！ 

〔生活、思想、宗教的信条〕字数が尽きました。 

以上いずれか興味おありでしたら、お声掛けください。 

              （いずれもご本人 記） 

 

＜3月第1例会報告( 神戸クラブとの合同例会 )＞ 

1.日時:2018年3月8日(木) 19:00～20:30(18:30～会食) 

2.場所:神戸YMCA三宮会館308､309室 

3.出席者:第2例会記録(以下)の通り 

4.欠席者:井内､岡田､民谷､橋本､東､廣瀬献､廣瀬頼､ 7名 

5.内容: 

(1)入会式：手塚 貴子さん､宮内 伸浩さん 

･水野副会長から(井内会長

急遽欠席のため)入会式辞の

順に､お二人の宣誓､記念撮

影と進んだ｡三科西日本区

EMC 事業主任､杉本六甲部部

長､若林六甲部EMC事業主査､

神戸クラブメンバー､ビジタ

ーと沢山の方々に見守られた温かい式になった｡ 

(2)卓話“家庭と省エネ”  細見ﾜｲｽﾞ 

･紙の温度計で今何度でしょう?から始まった｡感覚ではなく､

データで見える化しようという時代になっている｡不要な電

灯は直ぐ消そうするが(30W/H)､冬場電気カーペットはつけ

たまま(700W/H)､やはりデータを見るべき｡ 

･環境の問題は多岐にわたるが､今回はエネルギーに焦点を

当ててのお話になる｡ 



  

･皆さんエネルギーについて問題意識を持っているが､行動

とはギャップがある｡温室効果ガスも中々進まないのが現状

である。⇒まず自身でできるところから進めて行って欲しい｡

省エネカタログを参考にし､☆印の多いものを選ぶと最終的

に得になるであろう｡         (3月例会担当記) 

 

＜西日本区 次期会長･主査研修会＞ 

1.日時:2018年3月11日(土)13:00～12(日)15:15 

2.場所:コロナホテル(新大阪) 

3.出席者:大野勉､山田(記) 

4.内容：今期の理事､理事事務局長として出席するとともに､

各部に分かれてのセッションでは次期会長代理としてクラ

ブの現況､ファンド委員長新設に関してコメントした。 

                    （山田 記） 

 

＜3月第2例会記録＞ 

1.日時:2018年3月22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､小田､郡､鈴木､松田､ 

水野(進行)､宮内､山崎､ 9名 

 (1)3月第1例会出席 

･メンバー:井上､大野智､大野勉､小田､郡､佐藤､鈴木､手塚、

丹羽､細見､松田､水野､宮内､山崎､山田 15名、 

・神戸クラブ出席者：19名 

･ﾋﾞｼﾞﾀ :ー三科仁昭(EMC事業主任)､杉本隆人(六甲部部長) 

若林成幸(六甲部 EMC 主査)､廣瀬一雄(西宮)､大田厚三郎

(神戸西)､田辺征一､舘忠之､長坂泰一(神戸学園都市)､菅原

進､羽太英樹(芦屋) 10名 

･出席率:（15 名＋メーキャップ１）÷22(出席率対象会員数)

＝72.7％ 

･充足率:15名＋神戸ｸﾗﾌﾞ 19名＋ﾋﾞｼﾞﾀｰ 10名÷24(在籍数)＝ 

183.3％ 

(2)3月度活動報告 

･3/3(土)10:00～12:00揚がれ！希望の凧 in須磨海岸  

 子ども20人、保護者25人、ワイズ関係10人、計55人。 

・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 参加者大野勉 

・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 水野次期会長、井上総主事 

･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：細見ﾜｲｽ  ゙

 入会式：手塚貴子氏、宮内伸浩氏2名の入会。 

・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 

・3/21宝塚ｸﾗﾌﾞ 30周年記念例会 12:00～15:00 

 於：宝塚ホテル､出席者：井内､大野智恵、大野勉､山崎 

･3/24(土)六甲部第 2 回評議会 出席者：井内、井上、大野 

智、大野勉、小田、郡、鈴木、松田、宮内、山崎、山田。 

 (3)4～6月のクラブ例会 

･4月第1例会 4/28(土)クラブ30周年記念例会 

 13:30～17:00 於：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4/12(木)19:00～20:30 於神戸YMCA三宮会

館208室 

・5 月第 1 例会 5/10(木) 18:30～20:30 神戸YMCA 三宮会

館（卓話者：正岡茂明氏（神戸いのちの電話事務局長） 

・5 月第 2 例会 5/24(木) 19:00～20:30 神戸YMCA 三宮会

館208室 

・6月第1例会 6/14今期の評価・反省 

・6 月第 2 例会 6/28(木) 19:00～20:30 神戸YMCA 三宮会

館208室 

･4/28(土)10:00～12:00揚がれ！希望の凧 in須磨海岸  

(4)今後の課題 

・記念例会の件 

 4月第１例会にて役割分担等決定。 

・チェンライとの IBCの件 

 5人の来日が決まった。区大会への登録は済み。 

 交流計画、ホームステイ等の計画を交流委員を中心に進め

ていく。              (大野 勉 記) 

 

＜「揚がれ！希望の凧」＞ 

3月3日（土）に須磨海岸で開催された「揚がれ！希望の凧」

には、発案者の奈良昭彦さんをはじめ、山田さんの会社の方

も来られるなど賑わいました。また、東メネット（東善仁）

も初の活動参加となりました。当日は、天候もすこぶる良く、

電線のない海岸では凧揚げは最適。子どもたちも親子連れで

たくさんご参加いただき、思い思いに青空に自分たちの凧を

揚げました。最後に、大野勉さんが、神戸の震災で支援物資

としていただいたギターのストーリーを聞かせてください

ました。「音楽でみんなを笑顔にしてほしい」というギター

に込められた思いを知ってから一緒に唄った歌は、なんだか

深いものでした。             （東 記） 

 

 

 

 

 

<六甲部第2回評議会> 

日時：3月24日(土) 

 神戸YMCA三宮会館チャペルにて行われました。我クラブ

からは11名が出席し、今月新入会の宮内ﾜｲｽﾞも列席して下

さいました。 

我クラブとしては、大野勉ﾜｲｽﾞの理事挨拶、大野智恵ﾜｲｽﾞの

地域奉仕・環境事業主査の活動報告に続き、私は各ｸﾗﾌﾞ会長

の活動経過報告を行いました。 

懇親会は場所をｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸に移し、他ｸﾗﾌﾞのﾜｲｽﾞﾒﾝとの

交流を楽しみました。ここで30周年記念例会のｱﾋﾟｰﾙをして

きました。               （井内 記） 

 

 



  

＜第10回コミュニカ学院・神戸YMCA日本語スピーチコン

テスト＞ 

2 月 28 日(水)、兵庫県民会館にて、23 名の発表者(13 ヶ国)

と300名を超える学生数で開催された。 

発言者は、限られた時間で自分の思いを率直に堂々と語りか

け、しかも内容は様々に。留学生活をして、初めて国や故郷

にいる親を思い、更に日本での生活体験を通じ、思わぬ出来

事、苦労、失敗、楽しさを通し身につけたこと、失敗や苦労

があったからこそ、今の自分があると前向きの発言も目立っ

た。答えのない今、答えが見つからないことにもチャレンジ

し、今自分はこう思う、との意思にも好感がもてた。 

活き活きした発言者とすべての学生には、これからの留学生

活からもっと学んで欲しいと願う気持ちになった日でもあ

った。                 （小田 記） 

 

＜2017年度神戸YMCA学院専門学校卒業制作発表会＞ 

3月6日(火)、神戸YMCAチャペルにていっぱいの学生、先

生方を前に、⑴日本の食文化―外食、中食、内食、⑵怖い話

と日本人、⑶日本人はお一人様が好き？のテーマで、全てア

ンケート集計、表やグラフで示し手際よく発表は進められた。 

今の状況を観察し、予想通りの又思わぬ結果も判り、沢山の

成果が得られたことと思う。おどろいたのは、AIや Internet

時代、彼らがメンタルな心の面をテーマとしたこと。ひとつ

の答えを出すのでなく、お互いの違いを認め、多様な面をも

って一人ひとりが生活していることを知らされた。 

発表を通し、彼らの話の切り口も新鮮。緊張しながらも堂々

と発表する姿に、一層応援したくなったひと時だった。 

出席：山崎、小田            （小田 記） 

 

＜六甲部クラブ会長・総主事懇談会開催＞ 

去る３月８日に三宮会館において、表記懇談会が開催され、

次期会長として出席しました。 

井上総主事から神戸 YMCA の 2018 年度の方針や行事予定

を伺い、六甲部各クラブへの支援依頼の説明がありました。

従来の各行事への支援を行うと共に、タイワークキャンプへ

の支援に替えて、チェンマイYMCA が計画するラオスでの

協働プログラムに、大学生だけでなく高校生を含むユースへ

の支援依頼があり、全クラブで支援することになりました。  

 （水野 記） 

 

＜宝塚クラブ30周年記念例会＞ 

去る 3 月 21 日宝塚ホテルにて開催の宝塚クラブ創立 30 周

年記念例会には、わがクラブから井内会長、大野勉・智恵夫

妻と共に参加しました。関東、岡山、京都のクラブや阪神自

立の家からも含め約 70 名の参加者で会場の宝塚ホテル 9F

の元回転レストランは満員。プログラムは、新会員4名の入

会式、30周年のクラブの歩みのVTR、ポップンリンガーズ 

 

の演奏、新入会員の服部ワイズのギター演奏とお話などで盛

り上がりました。              (山崎 記) 

 

 

 

 

 

 

 

＜第21回西日本区大会実行委員会より＞  

大会当日着用して六甲部皆で作る大会を演出するユニフォ 

ームのポロシャツが出来ました。YMCAに届いています 

ので、例会時に届けていただいたサイズのシャツを2,000

円引き換えでお求めください。大会の登録がまだの方は、 

5月10日までの登録・入金は22,000円です。11日以降は 

25,000円になりますのでご注意ください。 

（鈴木 記） 

  

神戸 YMCAマンスリーレポート 

 

4月1日、イースターを迎え、新しい年度が始まりました。

神戸YMCAの2018年度年間聖句に「すべての人をひとつに

してください」（ヨハネによる福音書17章21節）を選び

ました。昨年度に日本の新しい YMCA ロゴやスローガンが

発表されましたが、世界のYMCAが掲げる聖句を覚えつつ、

私たち神戸 YMCA の運動と事業を再確認すること、また世

界の紛争・戦争から日々の生活の中にあるコンフリクト

（衝突・対立）に向き合い、課題に取り組む私たちであり

たいと願います。新年度も皆様とともにゆたかな社会づく

りに努めてまいります。 

＜今後の神戸YMCAイベントについて＞ 

★「みんながつながる」YMCAデー 

日時：4月14日（土）午後2時～（予定） 

場所：阪神甲子園球場（対ヤクルトスワローズ） 

東日本・熊本大地震の継続的な支援のため、また被災 

された方々が復興に向けて少しでも元気が出るよう、 

YMCA協賛の阪神タイガース主催試合を実施します。 

被災された方 1々00名を甲子園に招待し、ご支援いた 

だく皆様とゲームを観戦し、1日を楽しく過ごします。 

 ★「神戸YMCA創立132周年記念日礼拝」 

日時：5月8日（火）午後6時30分～8時30分 

場所：神戸YMCAチャペル 

ﾒｯｾｰｼﾞ：中村 豊先生（松陰女子学院理事長） 

1886年の発会から132年。神戸YMCAが何に拠って建

てられ、歩んできたのかということを、神様との対

話の中で再確認し、次の一歩を踏み出していきたい

と願います。皆様のご参加をお待ちしております。 

 


