
  

 

 

  

 

 

 

 

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。」 

1 月強調月間 IBC DBC 

交流はワイズの醍醐味です。お見合いボードも利用していただき、様々な出会い、交流を楽しみましょう。 

中井 信一 国際・交流事業主任（奈良）   
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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 373 号 

2019 年 1 月 

 

＜ 2019 年 1 月の聖句 ＞ 

 

＜人間の心は自分の道を計画する。主が一歩一歩を備えて下さる。＞（旧約聖書 箴言(しんげん)16：9） 

 

あけましておめでとうございます。 

新しい年 2019 年、平成最後の新年が明けました。ワイズの活動は後期に入ります。 

すでに、今年の目標にむけての設計図を心に描いておられる方もおられるでしょう。そのような時、 

イスラエルの智者は、「神さまがその歩みを備えて下さる」とゆとりを見せています。ゆっくり歩いて 

みると、見えなかったものが見えるかもしれません。 

 

今年も神さまの備えに感謝し、豊かな歩みが備えられますように。             （ 丹羽 和子 ） 

＜1 月第 1 例会＞  

2019 年が幕を開けました。 

新年の例会は懐かしいピーター・ポール＆マリーの

音楽を楽しむことからスタートです。余島リーダー

ＯＢの田中仁志さんの Piece of Forest をお招きし、

楽しいコンサートを例会とします。 

是非、皆さんで明るく新年を始めましょう。  

＜記＞ 

日 時 ：2019 年 1 月 10 日（木）18:30〜20:30 

場 所 ：神戸ＹＭＣＡ201 教室及びチャペル 

ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ：手塚貴子ワイズ、宮内ワイズ  

開会点鐘 ：水野雄二会長  

聖句/祈祷：水野雄二会長  

会食 

コンサート 「ＰＰＭの頃」 Piece of Forest  

閉会点鐘：水野雄二会長  

 

＜12 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4)、ﾒﾈｯﾄ・ｹﾞｽﾄ 7 

    計20名 

 
 
 

＜今後の予定＞ 

＜1 月第 1 例会＞ 

 1 月 10 日（木）18:30～21:30 神戸 YMCA201 

 およびチャペル 「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 

＜2 月第 1 例会＞ 

 2 月 14 日（木）18:30～20:30 神戸 YMCA 

  「NGO で働くということ」     

＜2 月第 2 例会＞ 

 2 月 28 日（木）19:00～20:30 神戸 YMCA 

 

＜1 月のお誕生者＞ 

1 日 鈴木 誠也 ワイズ  11 日 小田 浩 ワイズ 
17 日 石坂 和子 特別メネット 
21 日 手塚 貴子 ワイズ 

 

＜2018-2019年度のファンド・累計＞  
               12月        累計 

ニコニコ       6,666円    19,830円 

物品販売       1,300円   376,572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 

 

謹賀新年！ 2019 年、今年は天皇の代替わりで年号が変わるとのこと、何やら新時代が到来するかのように

感じられ、明るく希望に満ちた新たな心持ちで新年の歩みを始めたいと思います。 

しかしながら、新時代を占う予測数値は多くの指標で新時代を寿ぐ状況ではなく、予測不能、想定外の困難

が待ち受けているようです。昨年が「災」の年であったと言うように、天災はメガが付くような巨大な被害をも

たらしていますし、その傾向は続くかもしれません。政治経済もグローバリズムの歪みからもたらされる混乱

は益々不透明で、国際関係のギクシャクが大きな紛争に繋がらなければ良いのですが、心配は尽きません。少

子高齢化は益々進み、私の属する福祉の世界も厳しさを増しています。 

どこに明るい希望があるでしょうか？ それは人が人を思いやるささやかな「愛」でしかないのではないか、

そんな気がしています。 

今年もよろしくお願いします。 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜12月第１例会報告＞ 

･メンバー:大野智､大野勉、小田､郡､鈴木､丹羽､水野､ 

宮内、山田 9名、  

･ビジター:神保伊和雄氏（東京むかで）、桑野友子氏（芦屋）、

山本常雄氏（西宮）、石坂和子氏（特別ﾒﾈｯﾄ）、

石坂智子氏、赤星裕彦氏、山路広子氏 7名 

･欠席者:井内、井上、民谷、手塚、細見、松田 6名 

内容：12月は例年通り2部構成で過ごしました。 

第１部は特別養護老人ホーム オリンピアのクリスマス

会に列席させていただき、

クリスマスソングを歌った

り、ｘｘｘｘの合唱を楽し

んだりして過ごしました。

ホームの人生の大先輩の

方々に喜んでいただいたな

ら、この上ない喜びです。 

 

第2部はホテルに場所を移し、バイキング料理を堪能

し、お話に花を咲かせました。また、大先輩石坂和子さん

の元気なお姿を拝見したことも、未来への勇気を頂いたよ

うに思います。            （宮内 記） 

                 

 

<12月第2例会記録>  

1.日時:2018年12月22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、小田､大野智､大野勉､郡､鈴木､細見､

水野(進行)､宮内、山田 11名 

4.欠席者:民谷、手塚、丹羽､松田 4名  

5.内容: 

(1)12月第1例会出席 

･出席率:（9名＋ﾒｰｷｬｯﾌﾟ 4名)÷15(出席率対象会員数) 

＝86.7％ 

･充足率:（9名＋ﾒﾈｯﾄ・ｹﾞｽﾄ 7名）÷21(在籍数)＝76.2％ 

(2)11~12月度活動報告 

・六甲部・瀬戸山陰部編入問題報告会 11/26 

 於）神戸YMCA 大野勉出席 

・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」 

・ＤＢＣ交流 12/7,8（金、土）東京むかでクラブ 

・神戸YMCA国際協力街頭募金 12/9（日）14:00～16:00  

＜ゲスト紹介＞ 

Piece of Forest 

メンバー名 

田中 仁志（Vo.G） 

小島 常男（Vo.G） 

  桃井 昌子（Vo） 

 

2016 年よりプロジェクトとして PPM サウンドを始めま

したがメンバー全員が本気モードになりました。グループ

として正式に活動して行く事になり、グループ名も「Piece 

of Forest」（森のカケラ）と命名致しました。各自、音楽

歴は長いですが心機一転、新鮮な気持ちで取り組んでおり

ます。まだまだレパートリーは少ないですが新しい発見や

気付きがありワクワク感満載です。 

 

 



  

元町大丸前 参加者：大野勉・大野智・小田・郡・鈴木・

丹羽・松田 

・被災地支援 12/15（土）石巻餅つき大会 

・12月第2例会 12/20（木）19:00～20:30 神戸YMCA 

・いっくん支援 12/13（木）京都ZEROクラブ例会出席 

  大野智、郡 卓話者：山本智子さん 

        12/25（火）京都大学 IPS細胞研究所で 

        感謝状贈呈式 大野智、郡 

 (3)1～3月のクラブ例会 

・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 

・1月第2例会 1/24（木）19:00～20:30 神戸YMCA 

             17:00～19:00 切手整理 

・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（リーダー3名出

席） 

  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 

・3月第1例会 3/14（木） 於）神戸YMCA201教室 

  「ヴォーリズと神戸」 芹野与幸氏（一粒社ヴォーリ

ズ建築事務所） ドライバー：廣瀬頼・丹羽 

・3月第2例会 3/28（木）19:00～20:30 神戸YMCA208

教室 

(4)今後の予定、他クラブ例会等 

・1/22（火） 六甲部合同新年会 於）ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 

   出席者 大野智、大野勉、郡  

・3/2（土）希望の凧  

・3/16（土）学園都市クラブ25周年   

・3/23（土） 六甲部評議会 於）神戸YMCA 

・いっくん支援他クラブ紹介 1/10（木）大阪西クラブ、

3/13（火）京都クラブ 

(5)協議課題 

・斎藤勲ワイズから退会の申し出でがあり、12 月末日付

での退会を承認した。 

・チャリティコンサートちらし、チケットについて 

 タスクチームで売上げ検討 

・次期会長について 

・神戸ポートの奉仕活動・EMC活動についての意見交換 

・国際会長選挙 投票ペンディング 

・奈良で新クラブ設立活動 山田 

（宮内 記） 

  

 

＜いっくん支援で他クラブ例会訪問＞ 

４年前のメネット事業でメネット主査として希少難病患者

さんを支援する活動に取り組みましたが、その後も、神戸ポ

ートクラブでは継続支援をしようということで、FOP 患者

の山本育海さんを応援することになりました。 

いっくん応援イベント、神戸ポートのイベントでのいっく

んグッズ販売協力、FOP明石への寄付に続いて、FOPにつ

いて理解していただきたいという山本さんの願いを叶える

ために、例会スピーカーとして受け入れてくださるクラブを

探しました。山本育海さんのお母様に、母親の願いも込めて

お話をしていただき、たくさんの方に知っていただき、応援

の輪をひろげていきたいと思います。 

六甲部以外では、先日は京都ZEROクラブ、来月からは大

阪西クラブ、京都東稜クラブ、京都クラブが予定されており、

その他のクラブで検討中とのお返事をいただいているとこ

ろもあります。 

 

さまざまな場面でいろいろな方と交流させていただいたこ

とが、今回の活動に繋がっていることが実感できます。これ

がワイズの良さなのでしょう。これからも、ご協力よろしく

お願いいたします。         （大野智恵 記） 

 

 

＜もちつき大会＠石巻子どもセンター＞ 

12 月 15 日(土)宮城県石巻市たちまち子どもセンター「らい

つ」前庭にて、「もちつき大会」を開催しました。これは、

神戸ポートクラブと石巻広域クラブの共催によるものです。 

毎年、この時期に石巻を訪問している神戸ポートクラブで

は、もちつきセットを車に積んでもちつきに出かけています。

もち米等食材は、石巻広域クラブが用意しました。 

 前日には、もち米を洗ったり、準備の確認したりしました。 

 そして当日、好天に恵まれ、風もなく、空気は冷たいもの

の寒さはそれほど感じられません。 

朝9時からかまどに火を入れ湯を沸かします。米は10kg。

４臼つきました。 

 親子連れの家族や、休日を子どもセンターで過ごす子ども

たちが、もちをついたり丸めたりしながら、３時間ゆったり

と過ごすことができました。 

 夜は、石巻広域クラブクリスマス例会が開催され、楽しく 



  

 

交流のひとときを持ちました。 

 地産地消、北上川河口近くで採れる最高味の牡蠣や山形そ

ば、つきたてもちの入った雑炊等をおいしくいただきながら、

楽しいゲーム、歌等を通して交流を深めました 

お世話いただいた皆様に感謝いたします。 

  
   （大野勉 記） 

 

<東京むかでクラブDBC交流> 

12/7(金)､8(土)に東京むかでクラブ 神保伊和雄ﾜｲｽﾞ(東日本

区 東新部部長)と交流を図った｡ 

12/7(金)は､第 1 例会終了後､神戸で有名な SONE へ｡ジャ

スライブを聴きながら､楽しいひと時を過ごした(参加者:ゲ

スト 山路広子氏､大野智恵､大野勉､郡､山田)｡ 

12/8(土)は 10:00 にグリーンヒルホテル神戸で神保ﾜｲｽﾞと

待合せ､再度山､神戸市立森林植物園､六甲山へ､ 天覧台カフ

ェでのランチの後､有馬温泉での入浴､散策､神戸電鉄と北神

急行電鉄で新神戸まで戻り解散した(参加者:大野智恵､大野

勉､山田)｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神保ﾜｲｽﾞは学生リーダーの頃から神戸へ何度か来られて

いたが､有馬温泉は初めてとのことで喜んで頂けた｡来年は

有馬温泉や六甲山での宿泊型交流も出来ればとの話で盛り

上がった｡ 

次回の東京むかでクラブとの交流を楽しみに｡ 

(山田 記) 

 

神戸YMCAマンスリーレポート 

 

①12月9日、神戸YMCAでは、「アジアの子どもたちが子

どもらしく生きるために、学習する機会や遊ぶ機会がより

ゆたかに持てるように」と願い、神戸YMCA の会員、ワ

イズメンズクラブ、専門学校日本語学科学生、PHD 協会

研修生、定住外国人子ども奨学生、YMCA のスタッフな

ど、のべ 32 名の方々にご参加いただき、大丸神戸店前に

て街頭募金活動を行いました。皆様のご理解とご協力によ

り 76,872 円もの募金が集まりました。街頭募金活動にご

協力いただき、心より感謝申しあげます。 

（神戸ポートクラブ寄贈の募金箱も大活躍しています） 

 

 

 

 

 

 

 

 

②今後の神戸YMCAイベントについて 

★「第7回川崎塾」～核兵器のない世界をつくるには～ 

   日時：1月14日（月・祝）13：30～15：30 

講師：相原由美氏 歌人 

（広島文学資料保全の会・在韓被爆者支援） 

場所：兵庫県民会館 

   申込：兵庫県ユニセフ協会 

078-435-1605 

★中日本区YMCAグローバル教育研修会 

 今回はSDGsを学び、YMCAの活動がSDGsの達成を

後押ししていく、その役割を知ることを目的とし、また

日々の活動、暮らしの中でのアクションプランを考えま

す。 

   日時：2月16日（土）13：00～17日（日）15：30 

   場所：六甲山YMCA 

   参加費：10,000円（研修会での食費・宿泊費含む） 

   テーマ：身近な問題から「平和」に取り組むワー 

ク、各YMCAの国際活動報告他 

   ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ：山本佳史氏（ソーシャルギルド代表） 

   問合：神戸YMCA国際・奉仕センター 

078-241-7204 

    締切：2月5日（火） 

 

 

 


