
  

 
 
  

 
 

 

 

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) Jennifer Jones（オーストラリア） “Building today for a better tomorrow”「より良い明日のために今日を築く」 
アジア太平洋地域会長(AP)田中博之(東京多摩みなみ) “Action” 「アクション」〜With Pride and Pleasure〜 
西日本区理事(RD) 戸所岩雄(彦根シャトー)「風となれ、ひかりとなれ」〜こころ豊かにあるために、輝くために 

六甲部部長(DG)柏原佳子(芦屋)「スピンネーカーの帆に風を集めて」 
7 月強調月間 Kick-off !  EMC-MC 

まず MC！新規会員増強と意識高揚を図ること。 

「メンバー満足度向上」により、メンバーにとって魅力あるクラブ作りを目指しましょう！ 

牧野 篤文 EMC 事業主任（京都トップス) 
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2019―2020 年度クラブ役員 
  【会長】水野雄二【副会長】宮内伸浩、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 
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神戸ポートワイズメンズクラブ 

〒650-0001 神戸市中央区加納町 2-7-11 
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Tel 078-241-7204 
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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. 
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＜ 2019 年７月の聖句 ＞ 
見よ、わたしは戸口に立って、叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、わたしは中に入って

その者と共に食事をし、彼もまた、わたしと共に食事をするであろう。  ヨハネの黙示録 3:20 
  5 月例会のゲストのお一人であった松村さんの「音楽療法」の話を聴きながら思い出したのが今月の聖句です。

世を照らす光を持ってイエスが扉を叩いておられます。しかも、その扉には内側にしか取手がないのです。誰か

が勇気を出して扉を開けなければ暗闇に光は差し込まないのです。この言葉を題材にしてホルマン ・ハントが描

いた絵があります。新しい年度が始まりました。扉を開いてさらに新しい光が差し込みますように。(丹羽和子) 

＜７月第 1 例会＞ 
新年度のキックオフです。 

7 月の第１例会は、神戸 YMCA総主事で、神戸ポート

のメンバーでもある井上真二さんをスピーカーにお

迎えし、神戸 YMCA のよもやま話を伺い、YMCA と共に

あるワイズメンズクラブの活動についても考えるヒ

ントをいただきます。新しい年度を新しい気持ちで

スタートしましょう。お楽しみに。 

＜記＞ 

日   時：2019 年 7 月 11 日（木）18:30〜20:30 
場   所：神戸 YMCA 三宮会館 

担   当：大野智恵ワイズ 

開会点鐘：水野雄二会長 

聖句・祈祷 

卓   話：「神戸 YMCA と共に」 

          井上真二さん（神戸 YMCA 総主事） 

六甲部長訪問（柏原佳子六甲部長・キャビネット） 

諸連絡、今月のお誕生日、今月の歌 

閉会点鐘：水野会長 

＜６月出席状況＞ 

出席率：73.3％(出席数)11/15(出席率対象会員数)   

充足率：81.0％(ゲスト７名、メン10名) 

＜今後の予定＞ 

＜六甲部第１回評議会＞ 

 ７月 6 日(土) ドンク（阪急岡本駅すぐ） 

＜7 月第 1 例会＞ 

 ７月 11 日(木） 神戸 YMCA208 室 
 新年度キックオフ 内容：神戸 YMCA理解 

＜７月第２例会＞ 

 ７月 25 日(木) 神戸 YMCA201 室 

＜六甲部合同例会＞ 

８月 21 日(水) ニューミュンヘン三宮 

＜８月第２例会＞ 

 ８月 22 日(木) 神戸 YMCA201 室 

＜８月第１例会＞ 

 ８月 24 日(木) 神戸真生塾納涼大会 

 

＜7 月のお誕生者＞ 
2 日 廣瀬献児ワイズ 

 

＜2018-2019年度のファンド・累計＞ 
               6月        累計 

ニコニコ       3,000円    38,830円 
物品販売           0円     2,000円 
じゃがいも             0円      377,272円 
玉ねぎ           499,619円      499,619円 

   



  

 

会長メッセージ 

                      会長  水野雄二 

 
ワイズメンズクラブは 7 月から新しい年度に入り、今年度も引き続き神戸ポートクラブの会長を務める

ことになりました。会長主題は昨年度と全く同じで、「できることを、できる時に、できるだけ楽しく奉

仕」としました。それぞれに様々な事情があって、制約も限界もある中で、ボランティア活動をしていま

す。クラブのメンバーがそれぞれにそれを理解しつつ、それでも皆で楽しく有意義な奉仕活動をしたいと

いうのが私の願いです。 
今から 20 年も前に亡くなりましたが、インドのコルカタで貧しい人と共に生きたマザーテレサがこんな

言葉を残しています。「わたしたちがしていることは大海の一滴の水に過ぎないかもしれません。それで

も一滴の水が集まって大海となるのです。」正に私たちのしていることも大海の一滴の水に過ぎないでし

ょう。それでも、一滴の水が潤いを求める何かに注がれるのであれば、それは嬉しいことですね。共に楽

しく動きましょう。それを「奉仕」と意識することなく・・・。 
      

＜6月第1例会＞報告 

６月13日(木)18:30〜20:30 於神戸YMCA三宮会館 

内容：年度最終の例会としてメンバー各自が活動の振り返

り、および抱負、思いを語り合いました。特に小田ワイズが

直前に行ったＩＢＣ活動が中心となりました。3 月 27 日か

ら4月1日にかけて、チェンライクラブメンバーとの親密で

温かい交流が、スライドを織り込んだ視覚に訴える報告から

伝わってきました。 

 

 

＜2019－2020年度神戸ポートクラブの計画について＞ 

 今年度の計画を以下のように予定しています。 

１． 活動計画 

① 音楽に親しむ例会プログラムを増やす。 

② 移動例会を数回、設定する。 

③ 神戸YMCA国際・奉仕センターに協力する。 

④ 神戸真生塾、オリンピアなどの施設での奉仕活動を

継続する。 

２． 行事予定 

7月  キックオフ、神戸YMCA理解 

8月  神戸真生塾納涼大会ボランティア（移動例会） 

9月  神戸西クラブとの合同例会 

10月  じゃがいも販売 

11月  チャリティラン参加 

12月 オリンピア訪問ボランティア（クリスマス移動例会） 

1月  新年例会 

2月  TOF例会 

3月  揚がれ！希望の凧 

4月  サロン例会（移動例会）、被災地支援チャリティコ

ンサート 

5月  玉ねぎ販売 

6月  評価 

３． その他の計画 

・災害被災者支援 

 チャリティコンサート・現地での支援（喫茶こうべ・餅

つき）・揚がれ！希望の凧・ベルマークを集めて被災地の学

校支援 

・WAP支援の継続 

・山本育海さん支援の継続 

・IBC、DBCとの交流 

・近江八幡ツアー（W.M.ヴォーリズ建築を訪ねて） 

・丹羽和子Yサ主査応援 

＜活動報告＞ 

１．東日本区大会参加 

 



  

 6月1日、2日の二日間、国立オリンピック記念青少年総

合センターにおいて、東西日本区合わせて約400名の参加の

もと、第 22 回東日本区大会が開催されました。、東京むか

でクラブの神保伊和雄東新部部長の報告もありました。大会

のテーマは、「つなごう！平和への道しるべ」。記念講演は、

森重昭氏。広島平和記念公園を訪

問したオバマ大統領と抱擁した

方です。原爆で亡くなった米兵捕

虜の消息を調べ上げ、本国の家族

に知らせ、その後も交流が続いた

のです。そのお話を表した映画

「Paper Lantern（灯籠流し）」を

視聴し、生のお話を聞くことができました。正に、原爆の語

り部、平和の伝道者です。感動のひとときでした。翌朝、代々

木公園を散歩した後、奥様とお会いすることもできました。 

２．西日本区大会 6月22日、23日 

 

 区理事の主題「未来に残すべきものを守り育てる」のもと

に760名（うち台湾10名、ハワイ2名）が参集し開催。 

 開会宣言後、９部部長を先頭にバナーセレモニーが厳粛に

進められ、西日本区一同ここにありと実感する。来賓の祝辞

と感謝、奈良傳賞の授賞式、そして新クラブとして熊本五福

クラブ(2018.9.1 チャーター)、とやまクラブ(2019.5.11 チ

ャーター)の紹介があった。 

 交流は命、醍醐味との気風のもと、京都 ZERO クラブと長

浜クラブのDBC、台北A-1Listクラブと京都トゥービークラ

ブのIBC締結が行われ、全員で祝福した。 

 2022 年国際ワイズ創立 100 周年と西日本区 25 周年を迎

えるに当たり、すでにスタートしている「新生ワイズ起こし

運動」の紹介とその目標、実行計画が読み上げられ、クラブ

全員の自覚が求められた。その後、各クラブの活動報告が映

像と共に紹介、他クラブの具体的なことは参考になると感じ

た。大会会場を後にし、懇親会では、ジャズの演奏で気分転

換。いつものように、再開を喜び、又新しい仲間の輪があち

こちで見られた。 

 2 日目の事業主任報告と表彰では、Y サ・ユース献金優秀

クラブ賞、YES 献金 100%達成賞、BF100%達成クラブ賞を受

賞できた。尚、第23回西日本区大会は、2020年6月13日、

14日大津市民会館、琵琶湖ホテルにて行われ、その時の再会

を約束して2日間の大会を終えた。又、本大会よりペーパー

レスが図られ、メールでの情報発信が徹底されています。さ

らに、大会の詳細はそこから入手してください。 

 

３．神戸YMCAチャリティーラン実行委員会 

 第22回神戸YMCAインターナショナルチャリティーラン。

今年は、11 月 4 日(月・祝)に開催されます。神戸ポートク

ラブ丹羽和子Yサ・ユース事業主査の活動としても、重要な

ものです。クラブ上げてサポートしていきましょう。 

 ということで、実行委員会には、水野会長（丹羽さんの代

理）と大野が出席してきました。プログラムは昨年と同様で

す。北京オリンピック代表小林祐梨子さんを今年も招きます。 

１/100マラソンは娯楽的に行われるので、保険の面で課題が

ありましたが、課題解決の上、継続することになりました。 

今年は、小学生の学校行事とは重ならないので、多くの参加

を期待しています。11月4日、どうぞご予定ください。 

 

特別寄稿 

「新生ワイズ起こし運動」 

―２０２２年、２０２２人に向かって―  

私たち西日本区では、２０２２年に国際ワイズ創立１００

周年と西日本区発足２５周年という輝かしい記念の年を迎

えます。 

そして、減退著しい現状（2000人が1500人に落ち込んで

います）を打破して、西日本区発足時のワイズの力を取り戻

し、立て直そうと、西日本区ビジョンと基本計画の下、「新

生ワイズ起こし運動」の取り組みを始めています。 

＜西日本区ビジョン＞ 

「誇りと情熱をもって社会に貢献する前向きで逞しいワイズ」 

その趣意は、愛と奉仕のワイズ精神を基盤とし、会員相互

に切磋琢磨して高め合い、楽しく付加価値の高いクラブ活動

を展開し、誇りと情熱をもって社会への貢献に努め、内外か

ら認知され、評価される良質な奉仕クラブを目指すというも

のです。 

＜改革の基本計画＞ 

１．部・クラブのビジョン・目標・実行計画の策定  

２．組織風土の改革 



  

３．会員増強推進の具体的活動 

４．広報の強化・情報伝達方法の改革 

５．YMCAとの協働関係の改善 

６．地域奉仕のあり方改善 

＜六甲部ワイズ起こし運動特別委員会＞ 

 六甲部では、2019 年 5 月 27 日にワイズ起こし運動特別

委員会が立ち上がりました。各クラブから委員が集い、神戸

進藤ワイズを委員長としてスタートしました。 

 主な取り組みは次の２点です。 

① YMCAと共に、地域奉仕活動を活発に行う。 

② 新クラブ建設に向けて力を合わせる。 

「入りたくなるワイズ、支えたくなるワイズ」を目指し、 

認知度を高め、社会に貢献できるワイズを目指しましょう！ 

（ワイズ将来構想特別委員会委員 大野勉） 

６月第２例会記録 

1.日時:2019年6月20日(木) 19:00～20:30 
2.場所:神戸YMCA三宮会館208室 
3.出席:大野勉､大野智､小田､郡､細見､水野(進行)､山田7名 
4.欠席者:井上､鈴木､民谷､手塚､中山､丹羽､松田､宮内 8名 
5.内容: 
(1)6月第1例会出席 
･メンバー:小田､大野智､大野勉､郡､手塚､中山､松田､水野､ 
 宮内､山田 10名､ 
･ゲスト:住本一礼氏､山本智子氏､育海氏､松本剛志氏､ 4名 
･ビジター: 青柳美知子ﾜｲｽﾞ(宝塚)､ 大村肇ﾜｲｽﾞ･中村茂高ﾜ

ｲｽﾞ(大阪ｾﾝﾃﾆｱﾙ)、 3名 
･出席率:10名＋メーキャップ1名÷15(出席率対象会員数) 
＝73.3％ 
･充足率:10名＋ゲスト 7名÷21(在籍数)＝81.0％ 
(2)6月度活動報告 
・六甲部ワイズ起こし運動特別委員会 
 5/27(月) 大野勉､大野智参加 
・6月第1例会 6/13(木)18:30~20:30 
  神戸YMCA201教室 「評価と計画」の月 
 (全員からメンバースピーチ 特に小田ﾜｲｽﾞから 
タイ・チェンライ訪問レポート) 
・6月第2例会 6/20(木)に変更(6/27予定から6/20に) 
(3)7～9月のクラブ例会 
・7月第1例会 7/11(木) 神戸YMCA208教室 
 新年度キックオフ 内容：井上真二総主事から 
「神戸YMCAよもやま話」 
 六甲部長訪問 柏原佳子部長 
・7月第2例会 7/25(木) 神戸YMCA201教室 
・8月第1例会 8/24(土) 神戸真生塾納涼大会 
・8月第2例会 8/22(木) 神戸YMCA201教室 
・9月第1例会 9/12(木) 神戸西ｸﾗﾌﾞと合同例会 
(4)今後の予定､他クラブ例会等 
・6/22(土)～23(日) 西日本区大会(京都) 

・7/6(土) 第1回六甲部評議会(ドンク岡本店) 
・7/8(月) 第2回六甲部ワイズ起こし運動特別委員会 
・7/19(金)～21(日) アジア･太平洋地域大会(仙台) 
・8/21(水) 18:30～20:30 六甲部合同例会(ﾆｭｰﾐｭﾝﾍﾝ) 
・9/28(土) 六甲部会(ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ) 
(5)協議課題 
・次年度方針､年間計画､役割分担など検討(その3) 
・神戸ポートクラブ規則改定について 
・ワイズ幟(のぼり)作成について 
・9月第1例会について 
・その他(西日本豪雨被災地 真備町訪問について) 

神戸YMCAマンスリーレポートから 

１．神戸YMCA大会2019 

 6 月 29 日、今年度の大きなチャレンジのひとつでありま

した「神戸 YMCA 大会」が開催されました。神戸キリスト教

青年会所属委員会（ミッション、会員活動、ユース、国際）

から選出された委員を中心とする実行委員会のもと、準備を

進めて参りました。ワイズメンズクラブの皆様にも実施に対

するご協力を賜り、誠にありがとうございました。 

当日は、総会構成員、列席者、ユース活動8分科会の発表

者など含め、多くの方々が一堂に会する日となりましたこと、

心より感謝申しあげます。今回、参加者アンケートをお願い

しております。どうぞ忌憚のないご意見をお聞かせ頂きたく

お願い申しあげます。 

２． 今後の神戸YMCAイベント 

 ①ワークショップ難民2019 
 日時：7月10日、7月24日 
    いずれも水曜日18：30～20：00 
 場所：神戸市青少年会館（三宮駅から徒歩5分） 

 参加費：無料 

 申込先：神戸YMCA国際・奉仕センター 078-241-7204 
 https://www.kobeymca.org/data/pdf/20190619.pdf 

②オーブンハイスクール 

 日時：8月6日（火）13：30～15：00 
 場所：神戸YMCA高等学院（西神戸YMCA4階） 

 内容：授業見学/施設見学/体験授業 

 対象：中学生とその保護者 

 申込先：神戸YMCA高等学院 078-793-7435 


