
  

 

 

  

 

 

 

 

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” 

5 月強調月間 ＬＴ 

リーダーシップ無くしてリーダーに非ず！クラブ、部、区、あらゆる機会に学びの場が存在します。 

その機会を学びと捉えるか否かがリーダーの資質の違いです。全てを有意義に捉えリーダーシップを身に着けてください。 

                         船木 順司 ワイズリーダーシップ開発委員長（京都トップス） 
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食事代として各自 1 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 365 号 

2018 年 5 月 

＜ 2018年 5月の聖句 ＞ 

＜だから、自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束さ

れたものを受けるためには、忍耐が必要なのです。「もう少しすると、来るべき方がおいでになる。遅れられるこ

とはない。わたしの正しい者は信仰によって生きる。もしひるむようなことがあれば、その者は私の心に適わな

い。」しかし、わたしたちは、ひるんで滅びる者ではなく、信仰によって命を確保する者です。＞（ヘブライ人へ

の手紙 10：35-39） 

ここに書かれている「正しい人は信仰によって生きる」という言葉は、パウロがローマの信徒への手紙、ガラテ

ヤの信徒への手紙の中でも言っていますが、「自らの確信をもって忍耐し、ひるまず信仰によって命を確保し、

前に向かって歩みなさい」と私たちに指針を示しているのではないでしょうか。5 月 20 日はペンテコステ（聖霊

降臨日）です。（Rev. Y） 

 

＜5月第 1例会＞ 

5月の第 1例会は正岡茂明さんをゲストスピーカ

ーにお迎えし、珍しいアフリカでの野球指導のお話

を伺います。 

正岡さんは神戸いのちの電話の事務局長を務めな

がら、いくつかのボランティア活動をされていま

す。アフリカ・ジンバブエでの活動のお話を伺い、

そのボランティア観をお話いただきます。 

お楽しみに。  

＜記＞ 

日 時：2018年 5月 10日（木）18:30〜20:30 

場 所：神戸 YMCA三宮会館 201室 

担 当：鈴木、細見 

開会点鐘：井内会長   

聖句・祈祷：山崎ワイズ 

卓 話：「ジンバブエ野球会の活動」 

         正岡茂明さん 

（神戸いのちの電話事務局長） 

諸連絡、今月のお誕生日、今月の歌 

閉会点鐘：井内会長 

 

            ※18:30〜19:00：会食＜ 

＜4月出席状況＞ 

出席率：77.3％(出席数)17/22(出席率対象会員数) 
出席数：ﾜｲｽﾞ19(内ﾒｰｷｬｯﾌﾟ2)、ﾋﾞｼﾞﾀｰ66、 

ｹﾞｽﾄ 13  計98名 
 

＜今後の予定＞ 

＜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～ 神戸 YMCA 三宮会館 208 

＜6 月第 1 例会＞ 

6 月 14 日(木)18:30～ 神戸 YMCA 三宮会館 201 

＜6 月第 2 例会＞ 

6 月 28 日(木)19:00～ 場所未定 

＜西宮クラブ､(近江八幡､広島クラブ)合同 70周 

年記念例会＞ 

5 月 12日(土)11:30～ ﾎﾃﾙﾋｭｰｲｯﾄ甲子園 

＜第 21回東日本区大会＞ 

6 月 2 日(土)､3 日(日) ﾌﾟﾗｻﾞｳﾞｪﾙﾃﾞ（沼津市） 

＜第 21回西日本区大会＞   

6 月 8 日(金)～10日(日)   

＜5月のお誕生者＞ 

16 日 井内 あかね メネット  17 日 井上 真二 ワイズ 
18 日 大野 勉 ワイズ  19 日 細見 俊雄 ワイズ 
31 日 大野 智恵 ワイズ  

 

＜2017-2018年度のファンド・累計＞           
             4月        累計 

ニコニコ      17,958円   36,458円 

物品販売    329,210円   361,110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 
 

神戸ポートクラブの今期一大イベントである 30 周年記念例会を終えることができました。会長に就任

当初は周年例会をどのように行うのかもよく理解していない私でしたが、皆様と準備を進めて行く中で、

また他クラブの記念例会にも出席することで会長としての役割、責任の重さをひしひしと感じるようにな

り、当日が近づくにつれ緊張感が徐々に高まり、直前の 1 週間は「いよいよだな！」と腹を据えました。 

 当日は同時開催の被災地復興支援チャリティーコンサート、きらりと輝くアート展と共に多くのゲスト、

ワイズメンにお忙しい中、遠方より駆けつけて戴いたことに只々感謝するばかりです。第 1 部のコンサー

トでは、演奏と会場の YMCA チャペルがマッチして素晴らしかったと多くの声を頂きました。演奏関係

者の皆様に感謝申し上げます。 

第 2 部の記念例会では、短い時間でしたが支援団体等のゲストの皆様、YMCA、ワイズメンの方々と交流

が深まったことを喜ばしく思います。東北の被災地からお越し頂いた清水ワイズに皆様からの支援金を手

渡すことができました。また、希少難病 FOP と闘う山本育海さんのお母様の報告により、六甲部以外の

ワイズメンにも伝えることができました。 

改めてこの度の記念例会に出席して頂いた皆様、準備を進める上で何かと提案、助言によりこの至らぬ

会長を指導して頂いたクラブメンバーに感謝致します。 

今後も「結束力を高め、更に魅力ある神戸ポートクラブへ！」向けて次のステップを歩みましょう！ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜創立30周年 被災地復興支援ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ＆記念例会＞ 

1.日時:2018年4月28日(土) 13:30～17:00 

2.場所:神戸YMCA三宮会館ﾁｬﾍﾟﾙ、ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 

3.出席者: 井内､井上､大野智､大野勉､小田､郡､齋藤､佐野､ 

民谷､手塚､丹羽､東､水野､宮内、松田､山崎､山田､（石坂） 

ﾒﾝﾊﾞ  ー 17名＋1名(特別ﾒﾈｯﾄ) 

  記念例会ﾋﾞｼﾞﾀｰ：66名 

  DBC 東京むかで(1)､北東部‐石巻広域(1)､京都部‐京都

(3)､京都ｳｴｽﾄ(4)､京都めいぷる(1)､京都キャピタル(1)､京

都プリンス(1)､京都ウイング(4)､京都東稜(1)､京都

ZERO(1)､阪和部‐大阪泉北(3)､中西部‐大阪(3)､大阪土

佐堀(2)､大阪高槻(2)､大阪センテニアル(3)､西中国部‐広

島(2)､岩国みなみ(1)､六甲部‐神戸(9)､西宮(5)､神戸西(2)､

宝塚(3)､さんだ(1)､神戸学園都市(6)､芦屋(6)  

 

 

記念例会ゲスト：12名 

岡本正､河南勝(WAP ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ)､山口元､山口裕子(光朔会ｵﾘ

ﾝﾋﾟｱ)､菅根信彦(神戸真生塾)､山本智子(いっくん母親)､吉岡

美恵子(1部演奏者)、奈良昭彦(元ｱｼﾞｱ地域会長)､伴野妙子(東

京YMCA会員)､浅田浩､橋本忠男､柳谷利起(元神戸ﾎﾟｰﾄﾒﾝﾊﾞ

ｰ) 

4.欠席者:岡田､佐藤､鈴木､橋本､廣瀬献､廣瀬頼､細見7名 
 

＜第1部 被災地復興支援チャリティーコンサート＞ 

  クラブ内で記念例会の企画を話し合い始めたのは一昨年

度だった｡西日本区理事の輩出、区大会の準備､そして他クラ

ブ周年記念行事が多い年度に自クラブも 30 年を迎える。内

容､登録料､運営のこと等々様々な案が出た中､原点に戻り続

けてきたチャリティーコンサートを中心に実施することで

皆の意見が一致した。加えて､2013年度から5年目となる六

甲部”きらりと輝くアート展”も同時開催することになり､

皆の気持ちを込めた１日にできた｡準備にあたっては､出演

者へのお願い､他クラブへのアピールやお願い等を出来るこ

とを自らクラブメンバーで分担した｡ 

  アート展から参加された方もおられ､12:30頃からゲスト､

ビジターの方々が来場され､開始前にはチャペルがほぼ満席

となった｡カレッジ･アンコラージュのメンバーによる『花は

咲く』､トーンチャイムのきれいな音色で始まり､神戸 YMCA

混声合唱団『くさぶえ』による合唱､そして仙台YMCA&石巻広

域クラブ 清水ﾜｲｽﾞによる東日本大震災復興状況の説明を経

て､クライマックスとなる吉岡美恵子様､野田千晶様による

フルートとハープのデュオで豊かな時間が流れた｡沢山の来

場者のおかげさまで､収益金から被災地復興支援金を贈呈で

きた(第2部で贈呈を実施)。(山田 記) 
 

＜第2部記念例会（式典・懇親会）＞ 

第1部の後、会場をグリーンヒルホテル神戸に移して記念例

会を開催した。総勢 98 名の参加のもと、司会は水野ワイズ

が担当。井内会長の開会点鐘でスタート。参加者一同でワイ

 

＜5月第1例会講師紹介＞ 
 

正岡茂明さん（神戸いのちの電話事務局長） 
 

1951年尼崎で生まれる。 

大学卒業後、県立高校で社会（地歴、公民）科を担当、定

年退職後は神戸いのちの電話の事務局長を務める。 

阪神淡路震災後、あまがさき市民まちづくり研究会に参加

し、地域の歴史を学んで、人々に伝え、まちづくりに生かす

道を模索中。 

 また南部アフリカのジンバブエの野球を支援する活動や

野坂昭如氏の『火垂るの墓』の縁の地を巡る活動にも参加し

ている｡ 

 



  

ズソングを会場いっぱいに響き渡る迫力のある合唱、山崎ワ

イズによる聖書朗読･祈祷、井内会長挨拶とゲスト紹介と続

き、神戸YMCA 井上総主事と西日本区大野理事より心温ま

る祝辞を戴いた。続いて山田ワイズによるスライドを用いた

30周年の歩みが上映され、参列者より「懐かしいなぁ、あの

頃は楽しかった、しんどかった、あの人いなくなって寂しい

な」など想起しながらそれぞれの心に思いを留めるひと時が

与えられた。続いて、我がクラブが支えている希少難病FOP

患者：山本育海さんのお母様の山本智子氏と東日本大震災の

被災地よりご参加の仙台YMCA 学園理事長：清水弘一氏に

支援金の贈呈を行った。丹羽ワイズによる食前感謝、杉本隆

人六甲部部長の乾杯で会食となった。ホテルが手塩に掛けた

お料理がそれぞれのテーブルに配られ、フリードリンクを飲

みながら舌鼓した。参列者より「料理何が出るか楽しみ、お

いしいなぁ、ボリュームあるね、お酒に合うね」など心温ま

る言葉を頂きながら堪能することができた。また各個人が各

テーブルに歩み、他クラブを含めた交流を深めるきっかけが

得られた。会食の合間に参列者(各ワイズ)紹介では両手を挙

げながらクラブアピール、大野勉ワイズによる歌(神戸ポー

ト愛唱歌：サリマライズetc)では参列者を交えた合唱、区大

会・他クラブアピールなどの催しがあり盛大な例会であった。

最後に井内会長の閉会点鐘を行い、参列者は出会い・奉仕・

学び・人と人とのつながり（絆）の大切さを実感しながら散

会した。また神戸ポートメンバーは参列者皆様に感謝して、

これからの歴史を築いていくことを胸に誓いながら帰路に

ついた。（民谷 記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜4月第2例会記録＞ 

1.日時:2018年4月12日(木) 19:00～20:30 

2.場所:神戸YMCA三宮会館208室 

3.出席者: 井内､井上､大野智､大野勉､郡､(佐野)､鈴木､手塚､

丹羽､東､細見､松田､水野(進行)､宮内 14名 

4.欠席者:岡田､小田､(齋藤)､佐藤､民谷､橋本､廣瀬献､ 

廣瀬頼､山崎､山田  10名  

(1)4月第1例会（30周年記念例会） 

･出席者：メンバー17名、ﾋﾞｼﾞﾀｰ 66名､ｹﾞｽﾄ 13名 

･欠席者：7名 

･出席率:(15 名＋メーキャップ 2 名)÷22(出席率対象会員

数)＝77.3％  

･充足率:(17名＋ｹﾞｽﾄ・ﾋﾞｼﾞﾀｰ 79名)÷24(在籍数)＝400％ 

 (2)4月度活動報告 

・4/7(土)、8(日)西日本区役員会（第３回） 

 大野勉､大野智､山田 

(3)5～7月のクラブ例会 

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

館201室（卓話者：正岡茂明氏＜神戸いのちの電話事務局

長＞水野ワイズ紹介）「ジンバブエ野球会の活動」 

担当：鈴木､細見 

・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(木) 18:30～20:30 神戸YMCA三宮会館

201室  六甲部メネット事業、中道主任、松本主査出席

予定 

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

⇒今年度反省会､懇親会を兼ねて開催日（6/23(土)､24(日)､

30(土)のどれか）、会場（案：神戸みなと温泉（連）温泉

＆食事4000円）変更案あり（井内案） 

・7月第1例会 7/12(木) 18:30～20:30 神戸YMCA三宮会館   

室 （大田六甲部部長への出席依頼） 

 （予定）YMCAの国際の話：中道さんに打診 

・7月第2例会 7/26(木) 19:00～20:30 神戸YMCA三宮会館   

室 

(4)今後の予定、他クラブ例会等 

・4/23(月) 第15回西日本区大会実行委員会 

 於：神戸YMCA三宮会館 18:30～20:30 

 出席者：大野勉､鈴木､大野智､水野､山田､井内 

・5/12(土) 西宮クラブ､(近江八幡､広島クラブ)合同70周 

年記念例会 11:30～15:30 於：ホテルヒューイット甲子 

園（阪神甲子園駅付近） 

 出席予定：大野智､大野勉､小田､郡､山崎 

・6/2(土)､3(日) 第21回東日本区大会 於:静岡県沼津市 

「プラザヴェルデ」  

出席者：大野勉､大野智､小田､山田、郡 

・6/8(金)～10(日)  第21回西日本区大会   

(5)今後の課題 

・30周年記念例会＆ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄについて 

・プログラム内容の確認､役割分担について等 

・第21回西日本区大会について 

・チェンライクラブとのＩＢＣ締結について 

  小田交流委員長計画案の検討～調整 

・来期のクラブ内役割について（第２案） 

副会長の再調整（自薦・他薦不問） 

会員のほか、会則の変更を行う必要がある 

功労会員への提案（山崎さん） 

・新玉ねぎファンドについて 

   注文締切り日、入荷日、配達日の確認 

 

  

 



  

・次期ロースターについて 

原稿の確認～取り纏め 4/16初稿発送 

・第1例会会場の再検討（山田ワイズより提案） 

・ポートからYMCAへ支援金：10万円、 

国際協力募金：5万円、リーダー委嘱式：1万円 

・３０周年のため写真を大野さんに送付する。  (東 記) 

 

＜チェンライクラブとのIBC締結へ＞ 

長年懸案であった、タイ北部のチェンライクラブとのIBC

（国際兄弟クラブ）締結につき、来る 6 月 9 日(土)、10 日

(日)、神戸で開催される西日本区大会にて、会長含め5名の

人たちを迎え、締結式を行います。 

 ３年前から打診してきたことですが、昨年7月、タイ・チ

ェンマイでのアジア太平洋地域大会の際、ソムチャイ会長か

ら意思表明があり、実現されたものです。 

 今のところ先方の日程は未定ですが、関西空港での出迎え

から神戸観光、２日間の大会出席、帰国まで、神戸らしい歓

待を全員で行いたいと思います。大会当日は、他のIBC、DBC

行事もある様ですが、皆様のアイディアを募集します。また、

先方の日程他、状況はその都度お知らせします。重ねてご協

力依頼します。         （交流委員 小田 記） 

 

＜京都ウエストクラブ筍掘り＆BBQ例会訪問＞ 

4 月 15 日に、京都ウエストクラブ筍掘り＆BBQ 例会を訪問し

ました。 

「にし連合」(神戸にし、京都ウエスト、熊本にし、大阪西、東

京西の５クラブ)DBC交流も兼ねた、竹林保全、タケノコ掘り、

＆BBQと盛りだくさんな楽しい会でした。 

予想された雨を吹き飛ばす熱気が竹林の中にこもり、最後は青

空が笑顔を迎えました。 

竹のように節々に力強い活動を続けられる京都ウエストクラ

ブの底力を感じました。      （大野 勉 記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「みんながつながる」YMCAデー＞ 

日時：4月14日(土) 

阪神甲子園球場にてYMCA協賛により阪神タイガース主催

試合(VS ヤクルトスワローズ)が行われました。私もこの日

は珍しく土曜休が取れましたので、久しぶりの野球観戦を楽

しんできました。中日本地区 YMCA として約 800 名(神戸

YMCAとして192名)の支援があり、東日本・熊本大震災被

災家族53名を招待されたそうです。 

当日はあいにくの雨でしたが、オーロラビジョンに YMCA

ロゴマーク、スローガンがふんだんに表示されブランディン

グにつながったと思います。 

観客席には神戸YMCA中道理事長、 

井上総主事を始め、六甲部のYMCA 

連絡主事の皆様、ワイズメンの皆様 

のお姿もお見受けし賑わいました。    （井内 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 

ームのポロシャツを神戸YMCA三宮会館に保管していま

す。未だ受け取っていない方は、会計に2,000円を支払い

各位のサイズをお持ち下さい。また、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 14日、「みんながつながる」YMCAデー阪神タイガー

ス協賛試合には、中日本地区 YMCAとして約 800名（神戸

YMCAとして192名）の方々にご支援をいただき、東日本・

熊本大地震被災家族53名（神戸YMCAとして4家族13名）

を甲子園へ招待することができました。参加されたご家族

からは「震災から7年経過しましたが、沢山の方々が支え

てくださって感謝の気持ちでいっぱいです」「念願の甲子

園での観戦が出来ありがとうございました」と初めて訪れ

た甲子園球場を喜んでくださいました。皆様のご理解ご協

力に心より御礼申し上げます。 

＜今後の神戸YMCAイベントについて＞ 

 ★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） 

 ★神戸YMCAリーダー委嘱式 

  日時：5月13日（日）午後4時15分～5時 

  場所：神戸YMCAチャペル 

  2018年度は「成長するリーダーシップ」をテーマにリ

ーダートレーニングを計画しています。さらに質の高

いプログラムを提供することができるようにチャレン

ジしてまいります。 

 ★宝塚YMCAバザー 

  日時：5月19日（土）午前11時～午後2時 

  場所：カルチェヌーボ宝塚 逆瀬川1階フロアー 

 

 

  

 

 


