
 

 

 

 

 

 

第 298 号 

山田 滋己 神戸ポートクラブ会長『伝統を守りつつ､新しい開かれたクラブへ！』      2012 年 10 月 

 
Philip Mathai 国際会長(IP)(インド)“Be the light of the world”「世を照らす光となろう」 

Oliver Wu アジア地域会長(ＡＰ)(台湾)“Years bring wisdom”「 歳月は Y's をワイズ(賢者)にする」 

成瀬 晃三 西日本区理事(RD)(名古屋クラブ)“Let Y's men Light Shine before Others, In the club, in the community, in the world” 

「先頭に立ってワイズの光を輝かそうクラブで､地域で､国際社会で」 

上野 恭男六甲部部長(DG)”With the heart filled creative evolution. Let us enjoy Y’s life. faithfully and constructively!” 

「柔軟な創造で愚直に積極的なワイズライフを楽しもう」 

10月強調月間(BF) 

世界につながる､世界つなげるブラザ－フット基金(BF)｡使用済み切手収集 

から始まる交際交流の輪｡あなたの貢献で世界のワイズはつながる｡ 

岡野泰和 ファンド事業主任(大阪土佐堀クラブ) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

食事代として各自 2,000 円ご負担頂きます｡正会員の欠席､及びメネット・ゲスト他,出席連絡は､前々日までに坂本連絡主事まで｡ 

 

 

 

 

 

 

2012―2013 年度クラブ役員 

【会長】山田 滋己【副会長】佐野 睦【書記】鈴木 誠也【会計】小田 浩【監事】山崎 往夫【連絡主事】坂本 庸秀 

《 10 月の聖句 》 

 ＜だから､あなたがたは行って､すべての民をわたしの弟子にしなさい｡かれらに父と子と聖霊の名によって洗礼(バプテスマ)を授

け､あなたがたに命じておいたことをすべて守るように教えなさい｡＞(マタイによる福音書 28：19‐20) 

10 月は「世界宣教」の月です｡かつて多くの宣教師が日本の YMCA や教会､学校に派遣され､良い働きをしましたが､現在では多く

の日本人が世界各地に宣教師として派遣されています｡私たちは､Y’s Men として社会に遣わされていることを覚えましょう｡ 

(Rev. Y) 

＜10 月第 1例会＞ 

10 月はＢＦ強調月間です｡岡野泰和

ファンド事業主任を迎えて､六甲部

のファンド研修例会となります｡ 

 

        記 

日 時:2012 年 10 月 11 日(木)19:00～21:00 

場 所:グリーンヒルホテル神戸 

ドライバー:橋本 忠男ﾜｲｽﾞ(ファンド委員長) 

開会点鐘:山田 滋己会長 

ワイズソング/聖句/祈祷/   丹羽 和子ﾜｲｽﾞ 

ゲスト､ビジター紹介 

ユ－スコンボケ－ション報告 ：杉本 匡隆ﾕｰｽ 

会食 

卓話：「世界につながるワイズ､世界をつなげる BF 事

業」ファンド事業主任：岡野泰和ﾜｲｽﾞ 

今月の誕生者お祝いおよび諸連絡 

今月のうた ： 齋藤 勲ﾜｲｽﾞ 

閉会点鐘 : 山田 滋己会長 

＜9月出席状況＞ 出席率：94.1 % 

(出席総数) 16/17(出席率対象会員数) 

出席数：メン 15､ メイクアップ 1､功労会員0､ 

メネット 2､ゲスト 0､ビジター 3 計21名 

 
今後の予定 

＜瀬戸山陰部会＞ 
 10 月 8 日(月･祝) 13:00～ 米子 YMCA 
＜10 月第 1例会＞ 
 10 月 11 日(木) 19:00～ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 
＜神戸 YMCA 国際協力バザー＞ 
 10 月 21 日(日) 10:00～ 神戸 YMCA 三宮会館
＜10 月第 2例会＞   
 10 月 25 日(土) 19:00～ 神戸 YMCA4 階  
＜11 月第 1例会・チャリティ－ラン＞ 
 11 月 3 日(土) 10:00～ しあわせの村 
＜11 月第 2例会＞ 
 11 月 22 日(木) 19:00～ 神戸 YMCA4 階 
＜12 月第 1例会＞ 
 12 月 7 日(金) 13:00～ ｵﾘﾝﾋﾟｱ・ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ

＜10 月のお誕生者＞ 

12 日 坂本庸秀ﾜｲｽﾞ   14 日 丹羽和子ﾜｲｽﾞ 

＜現在のファンド・累計＞ 

           9月       累計 

ニコニコ      5,000円     61,158円 

物品販売       8,124円     37,416円 

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 2-7-15

神戸 YMCA 本部事務局 
Tel 078-241-7201 

Fax 078-241-7479 

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 7:00-9:00P.M.



会長メッセージ「自分が頂いた 見えないけれど とても貴重なもの」 山田 滋己 

9月は激動の月でした｡9月 8日(土)の六甲部会では､約130名の先輩ワイズメン､メネットの前で､僭越なが

ら次期部長として乾杯のご挨拶をさせて頂き､大役を終えました｡その後の歌って歌って楽しい部会の余韻が

残る中､翌週には､我がクラブチャーターメンバーの石坂哲郎ﾜｲｽﾞが召天されました｡当クラブのみならず､六

甲部､東西日本区の沢山の皆様から愛されておられた石坂ﾜｲｽﾞ､ワイズメンズクラブ全体にとっても大きな財

産を失った気がします｡一方､仕事の方でも仲間が 1人退職､転居され､当方にとっては 2人の貴重な方々の近

くから離れることになった月でもありました｡ 

新年度の7月第1例会で､約8か月ぶりに石坂ﾜｲｽﾞとお話しできました｡｢度重なる手術を乗り越えて元気に

戻って来れたのは､いつも何事も前向きに考えて来たから､会長として大変なこともあると思うけど､いつも

前向きにな､また例会出るから｣と激励して下さいました｡海軍と商船､船の繋がりで親しく話して頂いたこと､

第 2次大戦で沢山の先人が大切な命を落としていかれたこと､石坂ﾜｲｽﾞは終戦の当日に出陣を免れた結果､紙

一重でその命を残されたこと､2 度と戦争は起こしてはならないこと､ワイズ活動がどんなにすばらしい活動

なのか等々､数々の思い出がよみがえってきます｡ 

石坂ﾜｲｽﾞとのお別れの時､牧師先生がお話しされた聖書の一部､｢見えるものは過ぎ去るが､見えないものは

永遠に存続する｣､｢一時の軽い困難は､比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれる｣と､

クリスチャンではない自分にとっても強く印象にのこりました｡なぜなら､石坂ﾜｲｽﾞのお話しが､自分の中で

ずっと活き続けていることが具体的に実感できたからです｡ 

先輩の築かれた大きな歴史と想いを再認識し､我がポートクラブはさらに一歩前へ進んで行きたいと思い

ます｡10 月は西日本区 岡野ファンド事業主任をお招きして､BF を学びます｡上野六甲部長､濱崎ファンド事業

主査のご支援も頂き､この貴重な機会を六甲部の皆さんで迎えられたらと考えています｡見えないけれど永遠

に存続する何かを残すワイズ活動の一つとして｡ 

__________________________________________________________________________________________ 

＜9 月第 1例会報告＞ 

9 月 13 日(木) 19:00～ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 

出席:メン 15､メネット 2､ゲスト 0､ビジター3､ 

合計 20 名 

･ドライバー 大野智恵メネット連絡員 

＊開会点鐘 山田会長 

＊聖句祈祷 山崎ﾜｲｽﾞ 

 石坂ﾜｲｽﾞの葬儀式が本日ありました｡敬愛する 

彼のことを思ってコリント人への手紙を読みます。 

「我々はいつもイエスの死をまとっています｡彼 

が残した証をポ－トが受け継ぎ新たに前進する力 

を与えてください｡」 

＊大野ﾒﾈｯﾄ連絡員より六甲部メネットアワ－報告  

9 月 8 日(土) 11:00～ ホテル竹園芦屋 

野村靖子メネット事業主任により次の点が､示

された｡愛と奉仕の継続を!!メネットの優しさ

を奉仕の隅々まで広めて楽しみましょう､と挨

拶があり､ファンド作りとして「竹炭」と「切り

干し大根」の販売をされた｡ 

① 例会に参加するようにしよう。 

② 「心のケア」実施(震災のための) 

「メネットの願い」全員合唱した｡ 

今井利子ﾜｲｽﾞ(なかのしまクラブ)作詞の「たと

え言葉が違っていても願いはひとつ通じるここ

ろ語りかけるは瞳と瞳､忘れぬ笑顔で国際親善､

ＢＳ､ＡＳＦ､ＥＭＣ､働くメンバ－頑張れとメ

ネットワイズの応援団」と力一杯歌った｡ 

＊メンバ－スピ－チ 

① 廣瀬献児ﾜｲｽﾞ 幸せ一杯の人と紹介 

・はじめにポテトチップス この中味は何でしょう

か？ と､クイズで始まる｡ 

 Ｎ 窒素(nitrogen)ガスが入っている産業ガス。 

 Ｏ 酸素(oxygen) 

 Ｈ 水素(hydrogen) 

・何の為に使われているのでしょうか？ 

 中味が壊れない様にふくらませている｡ 

見事､クイズ正解者 小田ﾜｲｽﾞ賞品をもらう｡ 

私の会社の名前は､エア･リキッド社です｡105 年 

の歴史フランスに本社を置く産業用ガス会社です。 



そして半導体､太陽光電池ソ－ラ－パネル､空気 

ガスを製造する設備の設計をしている｡シラン(ガ 

ス)乾燥を防止する為のものスキュ－バ－ダイビ 

ングの酸素ボンベ､Ａアルフォンを作る｡空気か 

らＯ､Ｎ､Ａを作る｡割合が難しい｡三つの要素 

を分ける仕事､設計 世界 110 ヶ国で仕事をして 

いるグロ－バルな会社です｡フランスは原子力万 

能のイメ－ジがあるがこんな仕事もあるのです｡ 

② 大野勉ﾜｲｽﾞにより「自分史を語り､YMCA，ワイ

ズとの繋がりが語られた｡ 

＊ビジターとして上野部長､柏原､桑野､3 名飛び入

り参加､嬉しい参加で賑やかな例会となった｡ 

＊今月の歌 石坂さんを偲んで 

「遙かな友に」磯部 俶 作詞作曲 

 静かな夜更けに いつもいつも 思い出すのは 

おまえのこと おやすみ安らかに たどれ夢路 

 おやすみたのしく 今宵もまた 

合唱を愛した石坂さんは､例会の最後は皆で楽し 

くうたいましょう､と言ってました｡これから 

も､その意思を継いで､続けましょう｡ 

 

＜9 月第 2例会報告＞ 

9月 27 日(木) 19:00～ 神戸 YMCA4F 第 2 会議室  

出席:大野､小田､齋藤､佐野､坂本､鈴木､山田､水野､  

計 8 名  

① 9 月出席率：坂本ﾜｲｽﾞが本日メイクアップ出席

になり､欠席者は 1 名で 94.1％となる｡石坂哲

郎ﾜｲｽﾞは 11 日付にて死亡退会として移動届を

西日本区宛提出した｡10 月より会員数 18 名､

広義会員 1名､出席率算定数 17 名となる｡ 

② 今後の予定： 

・10 月 8 日(月)瀬戸山陰部部会 大野 1名予定 

・10 月 11 日(木)第 1 例会は､ファンド事業主任を

迎えるので六甲部研修会として呼び掛ける｡ 

・10 月 21 日(日)神戸 YMCA 国際協力バザー 

 クラブとして例年通り生ジュース販売 

・11 月 3 日(土) しあわせの村 

 YMCA チャリティ－ランを 11 月第 1例会とする｡ 

 ラッフル券の販売促進に加えて､富有柿販売を

検討中｡ 

・12 月 7 日(金)特別養護老人ホームオリンピアの

方々と共に祝うクリスマス例会とし､後半は東

京むかでクラブとのＤＢＣ合同例会とする｡ 

・12 月 8 日(土)故石坂哲郎氏を偲ぶ会を YMCA チャ

ペルとサイコー亭で予定する｡ 

③ 10 月第 1例会のプログラム詳細について 

④ 10 月ブリテン原稿分担について 

⑤ 東京むかでクラブの来神に合わせて翌日に

「石坂さんを偲ぶ会」を開催する｡ 

⑥ 理事による献金目標はＲＢＭと東日本復興支

援募金を含めると 8,590 円になるが､取りあえ

ず､5,000 円を積み立てとして集め､1月にクラ

ブ負担を含めて調整して 2月送金する｡ 

⑦ クラブファンドとしての物品販売は六甲部会

と中西部会で実施､収益 8,124 円を積み立て

る｡ 

⑧ じゃがいも販売は､昨年と同じ 10kg1 箱 2,200

円売りとして､10月20日入荷予定､各自昨年に

準じて販売すること｡ 

⑨ 来年は年度を越えて 5月に 25 周年記念例会と､

9 月には六甲部部会をホストすることになる

ので､実行委員会を開いて合わせて検討する｡ 

          (鈴木記) 

 

＜DBC 東京むかでクラブ 9 月本例会出席(報告)＞ 

9 月 18 日(火)18:30～20:30 

於)東京 YMCA 東陽町センター・視聴覚室 

8 月の野尻ファミリーキャンプでの特別例会に続

いて出席､出張と日程が合い好機を得た｡卓話は

｢野尻学荘のあれこれ｣､学荘を支援しておられる

文教大学専任講師 青山 鉄兵氏､8 月に色々と議論

したことが思い出され､学荘のご事情もよく理解

できた｡長谷川ﾜｲｽﾞとも再会でき､また皆様からの

歓迎を受け､楽しい 2 次会で終了｡今年度は野尻以

外にも交流が図れ､DBC の良さが発揮できていると

思う(伊丹副会長のコメント)｡12 月例会の交流プ

ログラムを精一杯楽しいものにしたい ｡(山田記) 

 

＜六甲部部会報告＞ 

9 月 8 日(土)13：00～19：30 ホテル竹園 

芦屋にて猛暑の日(11：30～12：30 ﾒﾈｯﾄｱﾜｰ) 

西日本区全ての部から来賓､役員他総勢約140名集

合､上野六甲部部長からの開会宣言・点鐘で､「私

が今ここに立っているのが､おかしいのです

が・・・」と､切り出された一言｡故飯田義雄氏の

今迄の活躍や意思を思われての言葉と感じ､一同

黙祷を捧げた｡バナーセレモニー・式典は 1時間で

終了､以後今部会のテーマ「みんなで楽しく歌お

う！」に沿い(これは飯田氏の想いであった)「歌

って､歌って､歌いまくる会」にしようとの､こと｡ 

その前に神戸女学院声楽科 OG 女性コーラス 

“プティ・タ・プティ”による童謡､オペラ､ 

ラテン､タンゴ等多彩なﾚﾊﾟｰﾄﾘｰに聞き惚れた｡ 

  懇親食事会はテーブルセット式の飲み放第､乾

杯の音頭は我がポートの山田滋己次期部長､「伝統

を受け継ぎ､新しいものを創り出すつもり｡」と､

堂々のデビュー初仕事｡懇親会は食事をしながら



歌は続き､8 ｸﾗﾌﾞ対抗戦に突入､フラダンスを含め

た「見上げてごらん､夜の星を!」の宝塚ｸﾗﾌﾞが優

勝､ポートクラブは「小さい秋みつけた」に挑戦な

がら､惜しくも選外｡尚､故飯田義雄氏に捧げる「み

んなで歌おう歌集」が全員に配布された｡懐かしい

うた110曲が集められた歌集を使って､クラブでの

“うたごえ喫茶”が期待される｡ 

  部会は 6 時間半(メネットアワー合わせると､な

んと8時間)拘束されても飽きさせない進行にご苦

労さま！再会を誓って解散｡尚､歌の伴奏と歌集の

選曲は､大野勉ﾜｲｽﾞ､岡山泰典ﾜｲｽﾞ(神戸西)鵜丹谷

剛ﾜｲｽﾞ(神戸)3 名､ありがとう！！ 

ポートクラブからは､小田､大野､齋藤､佐野､鈴木､

水野､森､山田 8名出席でした｡(小田記) 

 

＜中西部と阪和部の部会出席（報告）＞ 

9 月 15 日(土)中西部部会がホテルグランヴィア大

阪にて､大阪なかのしまクラブのホストで開催｡参

加者約150名｡二部は関西学院大学教育学部准教授

の岩阪二規氏による「ユースワークの構想～教育

と支援と居場所」で､YMCA とワイズメンズクラブの

「ユースワーク」の学びと協働の可能性を考えま

した｡ポートクラブより大野、佐野、鈴木3名出席。 

9 月 22 日(土)大阪・上六の「たかつガーデン」に

て､大阪河内クラブのホストで「ユースリーダーと

つくる阪和部会」｡大阪東､奈良､和歌山の 3YMCA か

らリーダー30 名が､活動報告を寸劇で熱演､150 名

の参加者から拍手喝采でした｡ 

両部会共にユースをテーマにしており､来年の部

会ホストとして参考になりました｡ (鈴木記) 

 

＜石坂哲郎さんを偲んで＞ 

石原哲郎さんは､野菜が嫌いで肉・魚大好きなのに

医者知らずを自慢してましたが､さすがに 85 歳位

から病院通いが始まりました｡その後､身体中に異

常が見つかり入退院を繰り返し､それまではほぼ

皆勤の例会出席から､休みが増えてきました｡家か

らの往復も鈴木車での送迎を頼りにするようにな

り､「ワイズの義務は先ず出席だから､できないな

ら退会したい」とおっしゃることが増えてきたの

ですが､なんとか最後まで､会員として出席して頂

きました｡1 年前ついに欠席が多くなってしまいま

したので､功労会員として出席しなくてもよい会

員とさせていただいたのですが､「会員の第 1義務

は出席すること」と､言い続けておられました。 

12 月 7 日(金)のクリスマス例会に東京むかでクラ

ブ会員の来神に合わせて 8日(土)に「偲ぶ会」を

開催することになります｡また､石坂さんは神戸ク

ラブ時代から全てのブリテンと行事記録を大切に

保管して下さっていますので､しっかり見せて頂

き､資料として使わせて頂きたいと思います｡今も

ポートクラブにとって大切な方ですので､今後も

お役に立って頂きたいのです｡ここにはスペース

がありませんので､皆さんからの想いを集めた「石

坂さんを偲ぶ文集」を作りましょう｡ (鈴木記) 

 

神戸 YMCA マンスリーレポート 
１、高等学院、10 周年同窓会、開催 

 去る 9 月 1 日（土）に、神戸 YMCA 高等学院

の 10 周年記念同窓会が開催され、82 名の同窓

生や教員などが集りました。多くの出席者が

YMCA を卒業したこと、YMCA で過ごせたこと

に感謝し、その思い出を語っていました。  
２、幼稚園の運動会、開催 

 去る 9 月 15 日（土）に神戸 YMCA ちとせ幼

稚園の運動会が、また 9 月 22 日（土・祝）に西

神戸 YMCA 幼稚園の運動会が、近隣で開催され、

両日共に晴天に恵まれて、多くのご家族の参加

も得て開催されました。  
３、訃報 

 元社会党衆議院議員の河上民雄さんが 9月 22
日に逝去されました。享年 87 でした。神戸

YMCA にとっては、財団法人時代に会員でもあ

り、評議員を務めていただきました。河上さん

は社会党の衆議院として 7 期務められましたが、

同時に学者として東海大学教授を務められ、勝

海舟の研究など維新の志士とキリスト教の関係

などを著述されていました。御霊の平安をお祈

りいたします。 
４、今後の予定    
 1) 秋のバザー・カーニバル 
  三宮 YMCA 国際バザー 10 月 21 日（日） 

2) 第 27 回チャリティーゴルフ 
  日程：10 月 30 日（火） 

場所：ｵﾘﾑﾋﾟｯｸｺﾞﾙﾌ倶楽部（三木市細川町） 
3) 第 15 回チャリティーラン 
 日時：11 月 3 日（土・祝） 
 場所：しあわせの村（神戸市北区山田町） 


