
  

 
 
  

 
 

 

 

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」 
8 月強調月間 Youth Activities 

ユースの未来にワイズメンが描けるよう、ＹＭＣＡの活動を通じて、 

あらゆる機会のユースの可能性に手を差し伸べよう！ 

荒川恭次 YMCA サービス・ユース事業主任（名古屋グランパスクラブ） 
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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 

Chartered May 8, 1988 

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 

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. 
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＜ 2019 年８月の聖句 ＞ 
＜一つの部分が苦しめば、全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、全ての部分が共に喜ぶのです。＞ 
                           コリントの信徒への手紙第一 12：26   
 この度、自分の不注意で左足のアキレス腱断裂のため不自由な生活を送るはめになり、あちこちに迷惑を

かけてしまいました。今月の聖句のようにアキレス腱という小さな部分が痛んだだけで、体中が苦しみまし

た。でも、同時に体中の部分が支え合って助けてくれていることを実感しました。8 月になると改めて平和

を問う機会が多くなります。今の社会において、体のように弱さこそ必要な部分として大切にする時、支え

合いが生まれ本当の平和が訪れるのではないでしょうか。(丹羽和子) 

＜8 月第 1 例会＞ 
8 月第 1例会は、神戸真生塾の納涼大会に奉仕活動

として参加します。ポートクラブチャーターの時か

ら続く地域奉仕活動で、児童養護施設の子どもたち

が夏休みの最後に、夜店の買い物を体験し、歌や踊

りを披露し合い、 楽しむ夕べです。おいしいたこ焼

き、焼きトウモロコシを作って販売し、食券を購入

して飲食することが奉仕活動になります。 

＜記＞ 

日時：2019年 8 月 24 日(土)17:00～19:00 頃 

 ※16 時に集合してください。準備にあたります。 

場所：神戸市中央区中山手通 7 丁目 25-38 

      神戸真生塾 TEL078-341-5897  

内容：たこ焼き、焼きトウモロコシ販売、夜店参加 

 

＜７月出席状況＞ 

出席率：85.7％(出席数)12/14(出席率対象会員数)   

充足率：85.0％(ゲスト6名、メン11名) 

＜今後の予定＞ 

＜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 

＜９月第１例会＞ 

 ９月 12 日(木) 神戸 YMCA208 室 

 山本智子さん「いっくん、FOP 支援」 

＜９月第２例会＞ 

 ９月 26 日(木) 神戸 YMCA201 室 

＜10 月第１例会＞ 

１０月 10 日(木) 神戸 YMCA208 室 

＜８月のお誕生者＞ 
30 日：廣瀬頼子ワイズ 31 日：橋本有加ワイズ 

Happy birthday! 

 

＜2018-2019年度のファンド・累計＞ 
               7月        累計 

ニコニコ           0円       0円 
物品販売           0円       0円 
じゃがいも             0円          0円 
玉ねぎ                 0円          0円 

   



  

 

会長メッセージ 

                      会長  水野雄二 

 
8 月がやってきました。今年は梅雨が長引いて、曇天が続くうちにいつの間にか蝉がけたたましく鳴き

出していました。そしてその後は“超”猛暑です。8 月になると思い出すこと。それは昨年のこのブリテン

にも書いたことで、同文ですが、再掲します。 
さて、この 8 月は私たち日本人にとっては、8 月 6 日、9 日の原爆を思い出し、15 日には終戦（敗戦）

を思う時です。私自身は勿論、その時を知りませんが、両親が戦争を体験し、その前半生は私たちには想

像できない苦労を強いられました。74 年前の 8 月、父母は中国東北部、当時の満州にいて、父はソ連軍捕

虜となり、母は子連れの難民となり、生死の際に立たされました。その人生を知る第 2 世代として、毎年

8 月を特別な思いで過ごしています。世界が平和でありますように。戦争のみならず、天災で苦しむ方々の

上にも、平和が来ますようにと祈ります。 
暑さ厳しい 8 月ですが、ご自愛ください。熱中症にはくれぐれもご用心 

＜神戸ポート秋の活動について＞ 

今は猛暑の夏ですが、やがて涼やかな秋風が吹く頃には、例会だけでなく、様々なイベントの秋がやっ

てきます。10 月には恒例のじゃがいも販売活動があり、今年も待ってくださっている皆さんに北海道のお

いしいじゃがいもをお届けしたいと思います。そして、神戸 YMCA 秋祭りに協力。また 11 月 4 日にはチ

ャリティランがしあわせの村で行われ、神戸ポートは毎年、出店に協力しています。今年もタピオカドリ

ンクにチョコバナナ、柿の販売が予定されています。それぞれに共に楽しく汗しながら、奉仕活動に努め

たいものです。ご協力よろしくお願いいたします。（水野記） 
 

＜７月第1例会＞報告 

1.日時:2019年7月11日(木)18:30～20:30  
2.場所:神戸YMCA三宮会館310室 

3.出席者:メンバー 井上､大野智(ドライバー)､大野勉､ 

小田､郡､手塚､中山､東､松田､水野､山田 11名､ 

コメット:東とうわ､ゲスト:3名､ 

ビジター 柏原佳子六甲部部長､上野恭男六甲部書記2名 

4.内容: 

(1)六甲部部長 公式訪問 

 新年度に入り､柏原佳子六甲部部長(芦屋クラブ)の公式

訪問となった｡今年度の六甲部方針を説明頂き､部として

共に支え合って進んで行く思いを共有した。 

(2)「神戸YMCAと共に」井上真二ﾜｲｽﾞ(神戸YMCA総主事) 

 当クラブメンバーでもある井上総主事の卓話を拝聴した｡

入職～今日に至るまでの経過や､YMCA には自分たち職員

と異なるメンバーという方々がおられ､YMCA との協働や

ご指導､ご鞭撻を下さる存在に驚いたことを紹介された｡

また､YMCA が今後もメンバーやワイズメンズクラブの人

達と新しい協働を進めて行く方向について話された｡ 

 
１．六甲部第1回評議会7月6日(土)＠ベーカリーテーブル岡本 

2019-2020年度の第1回評議会が開催され、六甲部柏原部長

（芦屋クラブ）テーマ「ブピンネーカーの帆に風を集めて」

の出帆の時となりました。よう各事業主査、各クラブ会長の

方針発表の後、議事としては、①「YMCAと共に」の幟新調の

件、②STEP事業（宝塚クラブ多胡ワイズ孫メット石田大樹君

の支援の件、③神戸YMCAユース委員会主催「Yフェス」支援

の件、④「六甲部ワイズ起こし運動特別委員会」設立の件、

⑤「新クラブ設立準備委員会」設置の件、⑥六甲部 HP サー

バー使用料を六甲部会計から一括して予算どりし支払う件、

⑦六甲部役員活動費等の内規改定の件、そして主査活動費の

増額（年 20 万円）、ワイズ起こし運動その他の活動費とし

て20万円の予備費が承認されました。 

 懇親会は、ベーカリーレストラン「ドンク岡本店」の美味

しい料理とワインに、会場の和みの輪が広がりました。懇親

会の中で、「平和への祈り」をテーマに、ソプラノとピアノ

のコンサートが開かれました。 

  

 
出席は、井上、大野2名、水野、山田の5名でした。 



  

２．第28回アジア太平洋地域大会7月19日〜21日 

 仙台国際センターにおいて、合計811名の参加で行われま

した。【東日本区273(10)、西日本区269(5)、海外168(13)、
来賓３、公開講演会一般参加70】( )内は、AYC参加者。 

1日目は、開会式、国際会長就任式の後、公開講演会は「復

興と防災の未来」のテーマで、1部「東日本大震災からの復

興と防災への未来への取り組み」（村井宮城県知事）、2部

「あなたと子どもを災害から守る方法」（国崎信江氏）が開

かれました。その後、ワイズ・YMCA アワーでは、仙台 YMCA

村井総主事と同盟光永主事から災害支援のレポートが報告

されました。 

夜のIPAP（直前アジア太平洋地域会長）主催晩餐会では、「さ

とう宗幸ミニコンサート」や仙台すずめ踊り等が披露されま

した。 

2日目は、⑴仙台海岸コース、⑵津波の現実と復興を知るコ

ース、⑶震災に耐えた松島を巡るコース、⑷福島を知るコー

スの４つに分かれ、バスによるエクスカーションに参加しま

した。どのバスにおいてもガイドの詳しいお話しに、参加の

意義を確かめることができました。 

夜のAP（現アジア太平洋地域会長）主催版参加では、各区に

よるカルチャーナイト、ユースのパフォーマンス等が披露さ

れました。 

3日目は、国際表彰や各報告の後、次回大会のプロモーショ

ン等を終え、12時過ぎに無事閉会しました。 

 東西日本区ワイズメンだけでなく、海外のワイズメンとの

交流や、東日本大震災、およびその復興について学びの多い

大会への参加であったと、参加者一同に満足感にひたること

ができました。（参加：大野勉、大野智恵、小田、山田） 

 

  

３．六甲部Yサ・ユース事業研修会7月27日(土)＠神戸YMCA 

荒川恭次西日本区Yサ・ユース事業主任を迎え、17名の参加

者が集い、標記の会が開催されました。六甲部Yサ・ユース

事業主査の丹羽和子ワイズが怪我のため不在でしたが、水野

会長が代理を務め進行しました。荒川主任と大野勉ワイズか

らYサ・ユース事業について発題を受けた後、参加者から活

発な意見が交換されました。今後の活動に大きな示唆が与え

られました。また、今期六甲部として取り組むYYYフォーラ

ムの企画案を協議し、時代の変化の中、多忙に活動するユー

スと、働き方改革で仕事の仕方が変わるスタッフと共に、時

代の課題について語り合うフォーラムの準備にかかること

となりました。ピンクシャツデイのイベントを兼ねて 2020

年 2月 29日（土）に開催される方向です。また、恒例のチ

ャリティランについても積極的な支援要請がなされ、各クラ

ブにおいてもYサ・ユース活動への積極的な取り組みが期待

されます。（水野記） 

 
４．六甲部EMCシンポジウム：7月29日(月)＠神戸YMCA 

はじめに、西日本区EMC事業主任の牧野篤文ワイズより「ク

ラブ発展の事例」〜クラブが発展する「原因」とは〜という

テーマでご講演いただきました。 

クラブにおいて、メンバー一人一人が大切な存在であり、そ

のメンバーにとってのメリット・・・新たな出会い、年齢や

職業に関係なく違う価値観であってもつながれる、学び、奉

仕とそれがもたらす感動、情報交換・・・を増やすことでク

ラブに対する満足度と優先順位が上がる。また、中央大学の

小堀憲助氏の理論をもとに、楽しいと思えるクラブにするに

は信頼関係を強化し、居場所を作ることが大切で、そのため

には、短所や弱点を指摘せず長所を見ることがよい、という

こともご自分の経験から丁寧にお話してくださいました。 

解散寸前のクラブが大きく発展していった、実際にあった例

ですので説得力がありました。他の部での取り組みを、その

まま六甲部に当てはめて行うことは難しいかもしれません

が、学ぶべきところは多々あると思いました。 

次に、六甲部各クラブのEMC事業の今年度の取り組みを発表

し合いました。どのクラブも、例会の充実を挙げ、知人や友

人を積極的にゲストとして招き、入会につなげられるように

と考えています。 

おわりに、「六甲部ワイズ起こし運動特別委員会」の報告が

ありました。今後、EMCに重点を置き、新クラブの設立を促

進する環境作りに適した活動をしていくことと、六甲部が持

っている地域奉仕活動のノウハウを「YMCAとの協働関係の改

善」するところに注力した活動を行うことになります。来年

の「YMCAキャンプ１００年」をYMCAと協働してワイズの認

知度向上、EMCにつなげていきたいということでした。神戸

ポートからの参加は、大野2名、宮内、細見の4名でした。 

(大野智恵記) 

   



  

７月第２例会記録 

1.日時:2019年7月25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､郡､細見、水野(進行)､松田 

宮内、山田 8名 
4.内容: 
(1)6~7月度活動報告 
・西日本区大会 6/22(土)・23(日)京都ロームシアター＆ウ

エスティン都ホテル：井上、大野勉・大野智・小田・郡 

水野・山田参加 7名 
・神戸YMCAチャリティラン実行委員会 6/24（月） 
  神戸YMCA 大野勉・水野出席 
・第1回六甲部評議会 7/6（土） ドンク岡本店 
  井上・大野勉・大野智恵・水野・山田出席：5名 
・7月第1例会 7/11（木） 神戸YMCA310教室 
 新年度キックオフ内容：井上真二総主事「YMCAと共に」 
 六甲部部長訪問 柏原佳子部長 
・第28回アジア・太平洋地域大会 7/19~21 仙台 
  大野勉、大野智、小田、山田参加 
  チャリティーコンサート打合せも実施 
・7月第2例会 7/25（木） 神戸YMCA201教室 

 (2)今後の予定、他クラブ例会等 
・8/3（土）さんだクラブ 花火と音楽の夕べ 山田 
・8/21（水）19:00~21:00六甲部合同納涼例会 

井上、大野勉、大野智、郡、水野、松田 
（三宮・ﾆｭｰﾐｭﾝﾍﾝ）5,000円  

・9/28（土） 六甲部会（ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ） 
     瀬戸山陰部会と合同 10,000円 

・10月第1例会 10/10（木）神戸YMCA208教室 
  NPO西須磨だんらん 日埜昭子理事長  

 「街を家族に」活動内容の紹介 
・11月第1例会 11/14（木）神戸YMCA 
       田結庄良昭神戸大学名誉教授 

「南海トラフ地震に備えた事前対策」 

  事前に聞きたいことをクラブとしてまとめておく  
(3)協議課題 
・8月17~19日、むかでクラブ野尻キャンプ交流参加は？ 
 大野勉、大野智（18,19日）山田（17,18日） 
・神戸ポートクラブ規則改定について 
  賛成 18名 反対 0名 無回答 3名 

（鈴木、民谷、橋本） よって7/1付けで改定 
・近江八幡ヴォーリズ建築見学ツアー日程について 
  例会では9/14としたが空きがなく、別途検討 
・12月クリスマス例会（12/12木）会場について 
  グリーンヒルホテル閉鎖のため 
  候補として、加納町のヤッチャイ 
・ワイズ幟作成について 3本依頼 
・その他 

神戸YMCAマンスリーレポートから 

１．神戸YMCA夏期特別プログラム 

神戸YMCA国際・奉仕センターの夏期特別プログラムに

「ホームステイプログラム」の実施があります。短期で3日、

長期で4週間、各ご家庭に海外グループメンバーを受け入れ

ていただき、日本の家庭生活や異文化の交わりをご提供いた

だいています。メンバーはホームステイ期間の長い短いに関

わらず、貴重な人と人との交わりを通じて、多様な価値観を

得られています。各ご家庭のご協力ご支援なくては成り立た

ず、機会のご提供を心より感謝申しあげます。 

今夏は、日本語夏期集中コースで台湾YMCAからの学生

を、そして、北カリフォルニア日本文化コミュニティセンタ

ーからは日米親善バスケットボールメンバーの中学生 15 名

が来日しました。 

 

神戸市立御影中学校体育館での交流会の様子 

２． 今後の神戸YMCAイベント 

 ①第37回チャリティーワインを楽しむ会 

  日時：9月6日（金）18：30～20：30 
  場所：神戸ポートピアホテル31階 

     フレンチレストラン「トランテアン」 

  参加費：10,000円 

  申込締切：8月22日（木） 

  申込方法：神戸YMCA本部事務局 078-241-7201 
 ※会の収益の一部は「神戸YMCA子ども奨学金」に 

捧げられます。 

＜編集後記にかえて＞ 

 

 

ワンキャンプは、2年目を迎えました。参加ユニット、人数

も増え、キャンプ場は巷の公園の様。子供たちが好きなこと

を好きな時に楽しんでいます。柔軟に対応するリーダーの導

きによるものです。来年はご一緒に余島を楽しみませんか。 


