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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」 

12月強調月間(ＥＭＣ－Ｍ) 

ＥＭＣのＭは Membership.会議や奉仕など、どんな活動にも会員間の交流と親睦を 

図る工夫をして、ワイズライフを楽しみながら関係を強めましょう。 

米村健一ＥＭＣ事業主任(熊本むさしクラブ) 
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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 
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《《《《    12121212 月月月月のののの聖句聖句聖句聖句    》》》》    

    ＜＜＜＜「見よ、おとめが身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。」この名は、「神われわれと共にお

られる」という意味である。＞     （マタイによる福音書 1 章 23 節）  

 マーガレット・F・パワーズの詩に「あしあと」というのがあります。ある人が夢を見ています。過ぎてきた自分の

人生のあしあとが砂浜にくっきりと残っています。一つは彼のもの、もうひとつは主のもの。ところが、自分が一番苦

しかった時のあしあとは一人分なのです。彼はどうして！！と泣きます。主が言われました。独り分のあしあと、それ

はあなたのものではなく、私のもの。主は彼をおぶってくださっていたのです。 クリスマス 神われわれと共におら

れる、その喜びがあふれるときです。 豊かなクリスマスをお迎えください。      丹羽和子   

    

＜＜＜＜12121212 月月月月クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス例会例会例会例会＞＞＞＞    

特別養護老人ホ－ム「オリンピア」の高齢者とご一緒に

イエス様のご降誕を祝い、DBC 東京むかでクラブを迎え、

「混声合唱団くさぶえ」と共にクリスマスを祝います。 

日 時：2012 年 12 月 7 日（金）18：30～21：30 

一部 クリスマス祝会 18：40～19：40  於）オリンピア 

  ＊18：30 オリンピア集合、2 階にて開催。19：45 移動 

二部 DBC ナイト  20：00～21：30  於）ｸﾞﾘ-ﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 

  飲み放題ビュッフェスタイルパーティー（3,000 円） 

・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 

・ゲスト出席者紹介/会食・懇親 

・今月の誕生者お祝い及び諸連絡 

・今月のうた 齋藤勲ﾜｲｽﾞ 

・閉会点鐘：山田滋己会長  

＜11月出席状況＞ 出席率出席率出席率出席率：：：：94949494....1111%%%%    

(出席総数) 16/17(出席率対象会員数) 

出席数：メン 10､ メイクアップ6､広義会員0､ 

メネット 1､ゲスト 0､ビジター0 計14名 

今後の予定 

＜石坂哲郎さんを偲ぶ会＞ 

 12 月 8 日(土) 14：30～ 神戸 YMCA チャペル 

＜国際協力・街頭募金＞ 

12 月 9 日(日) 14：00～ 神戸大丸前(北西口) 

＜神戸市民クリスマス＞ 

 12 月 14 日（金）17：00～ キャロリング 

19：30～ 礼拝 中央カトリック教会 

＜12 月第 2例会＞ 

 12 月 20 日（木）19：00～  YMCA4 階 

＜1月新年第 1例会＞ 

  1 月 6 日（日）15：00～  有馬･泉郷荘 

＜YY フォーラム＞ 

  1 月 12 日（土）13：00～  YMCA チャペル 

＜12月のお誕生者＞ 

3 日   山田貴子ﾒﾈｯﾄ          24 日   山田滋己ﾒﾝ 

＜現在のファンド・累計＞ 

          11月       累計 

ニコニコ         0円     61,158円 

物品販売         0円     37,416円 

献金積立     25,000円   85,000円 



＜＜＜＜会長会長会長会長メッセージメッセージメッセージメッセージ「「「「半年半年半年半年をををを振返振返振返振返ってってってって、、、、事実事実事実事実のののの重重重重みみみみ」」」」＞＞＞＞    

山田山田山田山田    滋己滋己滋己滋己    

  今年度に入ってから半年が過ぎようとしています。7 月のキックオフ、8月 DBC 交流、9 月 功労会員 石坂

ﾜｲｽﾞの召天、10 月 ファンド勉強会、11 月 チャリティーラン等の広報事業活動 と振り返ると、改めて半年

という時間の経過と共に、メンバー全員の想いと、事実の重みを感じます。 

  さらに 11 月には、当クラブ廣瀬ﾜｲｽﾞ、橋崎ﾜｲｽﾞがめでたくご結婚され、公私共に、さらなる活躍が期待さ

れます。この素晴らしい年度に、自身が会長を務めさせて頂いていることは、とても光栄なことであります。 

  そして 12 月は EMC-M 強調月間、DBC 東京むかでクラブの方々をお迎えし、交流を図ります。ユースメンバ

ーにもお声かけして、沢山の皆さんでクリスマス例会を祝えればと思います。 

  人と人が出会い、交流し、つながることによって生み出されるエネルギーは勿論、この一時一時の瞬間が、

皆さんで歴史を歩んでいて、その先の活動につながっていくことも事実の重みであります。半年、会社生活

における中間決算の時期に相当します。新年度に当たり掲げたスローガン『伝統を守りつつ、新しい開かれ

たクラブへ！』の中間の成果を確認して、下期へ入って行きたいと思います。 

__________________________________________________________________________________________ 

＜＜＜＜11111111 月第月第月第月第 1111 例会報告例会報告例会報告例会報告＞＞＞＞    

11 月 3 日(土) 10：00～  しあわせの村にて神戸 YMCA

第15回チャリティーラン、出席者大野、大野ﾒﾈｯﾄ､小田、

郡、齋藤、坂本、鈴木、廣瀬、水野､森､山田､11 名 

・今月は広報活動事業強調月間で、ワイズメンズ

クラブの大切さを広め再確認する例会とした。 

・聖句、丹羽ﾜｲｽﾞ、死ぬ日は生まれる日にまさる。

人生の最後まで YMCAとﾜｲｽﾞを愛されて神様の御

許に召された石坂さんに注がれている光を感じ

ています。 

・神戸 YMCA のチャリティーランは今年で 15 回目

を迎え、心身に障がいのある人たちのために、

被災地の障がいのある子どもたちの笑顔の為に、

素晴らしい秋晴れのもと「しあわせの村」に子

ども一般を含め約 2000 人が集まった。 

・実行委員長の我がポートクラブの大野勉ﾜｲｽ「゙人

から人へ、走ることを通して笑顔をつなげてい

くのが神戸 YMCA のチャリティーランです」と。 

・グループは小学生 4年、5 年、6 年生、駅伝、各

タイム等、楽しい仮装も多い。ポートクラブと

しては、森、廣瀬ﾜｲｽﾞのグループラン健闘と 

大野、水野、郡ﾜｲｽﾞが 100 分の 1マラソンを堂々

完走。ワッフル券の販売促進と大野ﾜｲｽﾞ提供に

よる奈良の柿販売で 8,000 円の貢献ができた。 

・六甲部 8 クラブはそれぞれに趣向を凝らして飲

食の提供とラッフル券の販売を通して楽しみな

がら貢献した。走る人、応援する人、運営スタ

ッフ、賞品提供スポンサー等、それぞれの役割

を大切にしながら気持ちよく秋の一日を楽しん

だ。来年は店を出そう。（齋藤記） 

＜＜＜＜11111111 月第月第月第月第 2222 例会報告例会報告例会報告例会報告＞＞＞＞    

11 月 22 日(木) 19：00～  神戸 YMCA4F 第 1 会議室  

出席：大野､小田､郡､齋藤､坂本､鈴木､民谷､橋本､

水野、山崎､山田､ 計 11 名  

① 11 月出席率：本日第 2 例会出席の民谷､橋本､

山崎ﾜｲｽﾞ 3 名がメイクアップ出席になる為､

出席 13 名欠席 4名で 76.5％となるが、29 日

特別例会にメイクアップを期待する。 

② 今後の予定： 

・11 月 29 日(木)18：00～ 使用済み切手整理作業 

19：30～ 25 周年記念事業委員会 

・12 月 7 日(金)18：30～  特養老人ホームオリン

ピアの方々と共に祝うクリスマス例会､ 

20：00～  東京むかでクラブとの DBC 合同

例会､グリーンヒルホテル神戸 

・12 月 8 日(土) 9：00～ 東京むかでクラブ交流 

14：30～16：30 石坂哲郎さんを偲ぶ会 

14：30～ チャペル､15：30～ サイコー亭 

・12 月 20 日(木)19：00～  第 2 例会 

・1 月 6 日(日)15：00～第 1 例会 於 有馬･泉郷荘 

・1月 12 日(土)YY フォーラム 

・1月 13～14 日西日本区次期役員研修会 

・1月 24 日(木)第 2例会 

③ ブリテン 12 月号について： 

12 月第 1 例会が 7 日(金)になったので、原則 1

週間前とすると 11 月 29 日発行発送となる為原

稿提出者よろしく！ 

④ 11 月 23 日廣瀬献児・橋崎頼子さん結婚式の 

出席者とクラブからのお祝金確認し、本日出席 

有志のカンパによるお祝金を山田会長に託した。 

また、ポートクラブとしては 1月 26 日(土)にお

祝い会を予定、山田会長に一任する。 

⑤ 12 月 7 日(金)クリスマス例会を例年に合わ 

せて予定を確認。18：30 オリンピア集合、20 時

～グリーンヒルホテル神戸にて DBC ナイトをド

ライバー大野ﾜｲｽﾞで開催。 



12 月 8 日(土)9 時～14 時頃、メンバー車使用に

て DBC 交流神戸市内観光。 

8 日(土)14 時半～「石坂哲郎さんを偲ぶ会」 

14：30～  チャペルにて礼拝 

15：30～16：30 サイコー亭にてお茶の会 

佐野、鈴木ﾜｲｽﾞにて担当する。 

＊ビールやジュース類の缶のリングプルを､12 月

第1例会 DBCナイトにご持参下さい｡むかでクラ

ブに預けて､身障者用車椅子贈呈の一部として

貢献されます｡ 

⑥ じゃがいも 532 箱完売、代金は小田会計、 

宅急便発送料金は郡ﾜｲｽﾞへ。ファンド献金積み立

ては橋本ファンド委員長へ。(鈴木 記) 

＜＜＜＜じやがいもじやがいもじやがいもじやがいもファンドファンドファンドファンド報告報告報告報告＞＞＞＞    

 今年度のじゃがいも販売は昨年度とほぼ同数の

532 箱を完売いたしました。会員各位の努力は勿

論のこと、昨年度に引き続きOB会員である浅田、

遠藤、荻原、馬場、藤岡様の 5 名の方にもこの内

109 箱もの多くを販売協力して戴きました。更に

「神戸いのちの電話」様にも昨年と同数の 36 箱を

原価で提供し、差額を支援献金としてお贈りする

ことが出来ました。 

 これらのファンド事業は各種の支援を行う上で

非常に大切な事業であり、皆様の暖かいご支援と

ご協力に対しまして書面をお借りし厚く御礼を申

し上げます。更に継続性を保つ上で、来年度に向

けても一層の販売促進にご協力、ご尽力を戴きま

す様よろしくお願い申し上げます。 

  皆様方、本当に有難うございました。 

（ファンド委員長  橋本忠男） 

    

＜＜＜＜廣瀬廣瀬廣瀬廣瀬ﾜｲｽﾜｲｽﾜｲｽﾜｲｽﾞ゙゙゙、、、、橋崎橋崎橋崎橋崎ﾜｲｽﾜｲｽﾜｲｽﾜｲｽﾞ゙゙゙がめでたくごがめでたくごがめでたくごがめでたくご結婚結婚結婚結婚されましたされましたされましたされました＞＞＞＞    

  11 月 23 日(金)に当クラブ 廣瀬ﾜｲｽﾞ、橋崎ﾜｲｽﾞ

がめでたくご結婚され、結婚式、披露宴に出席さ

せて頂きました。お二人の人となりがにじみ出た

式になり、立派なお二人と一緒に活動しているこ

とがますます誇りに思えました。今後のさらなる

ご活躍と、ご多幸を祈念致します。 

  なお、新年に入りますが、次の通り、ワイズメ

ンズクラブの方々への披露 Party を、当方が幹事

として開催させて頂きますので、皆様、ご出席頂

けましたら幸いです。 

＊日時：2013/1/26(土) 16：00～(約 2 時間の予定) 

＊場所：神戸デュシャン(三宮駅 南へ徒歩約 5分) 

近々、正式にご案内致しますので、よろしくお願

いします。(山田 記) 

＜＜＜＜結婚結婚結婚結婚しましたしましたしましたしました＞＞＞＞    

皆様のお祈りに支えられ、11 月 23 日（金・祝）

に、日本キリスト教団姫路和光教会で結婚式を行

うことができました。私たちは、神戸 YMCA および

神戸ポートワイズメンズクラブの会員として共に

活動する中で出会い、結婚に導かれました。結婚

式を通して、神様を大切にし、お互いを大切にし、

周りの人も大切にできるような家庭を築いていき

たいという思いを新たにいたしました。今後とも

二人で協力してYMCA及びワイズ活動をがんばりた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

廣瀬  献児・頼子 

    

＜＜＜＜秋秋秋秋のののの小豆島小豆島小豆島小豆島＆＆＆＆余島余島余島余島＞＞＞＞    

11 月 25 日（日）は、全国マラソン日和。 

関西では、神戸と大阪が同日開催。 

両方申し込んだ大野ベンは、どちらも抽選もれ。 

「それなら小豆島へ行こう。タートルマラソンが

ある。」ということで、前日から小豆島へ出かけま

した。 

宿泊はもちろん、神戸 YMCA 余島野外センター。 

一緒に行ったのは、京都東稜クラブの三科仁昭ワ

イズ。折りづるランの時、京都～名古屋間と箱根

を一緒に走ったランナー。 

＜＜＜＜24242424 日日日日＞＞＞＞12 時に姫路駅で車にピックアップ。姫路

港からフェリー。 

15 時 15 分に小豆島福田港着。その後、マラソンコ

ースの下見を兼ねて島の北側を通り、 

土庄港受付センターへ。登録を済ませた後、アル

コールを買い込んで、余島へ。 

島の散策後食事。懇親会は10時半まで続きました。 

今回の余島には、ファミリー客が 1 家族 5 人。20

人ほどの余島リーダーが、ワークキャンプ。 

リーダーOBOG が 4 名、ボランティアに来島。スタ

ッフは、余島スタッフ3人とリーダー引率が1人。 

けっこうにぎやかなキャンプとなりました。夜の

懇親会では、リーダーOB といっぱい話をしました。 



   

    余島メインホール                銀波浦から望む余島          タートルマラソン 35km 付近    

＜＜＜＜25252525 日日日日＞＞＞＞絶好のマラソン日和。瀬戸内海も波おだ

やか。7 時に朝食を済ませ支度をして、8 時に離島。 

9 時半のスタート。ランナーは、フルマラソンが

1300 名程度。10km、ハーフ合わせて 3000 名のラン

ナーが、風光明美な島々を眺めながらタートルマ

ラソンの名前のとおり、自分のペースでランニン

グを楽しみました。三科ﾜｲｽﾞも大野ベンも無事完

走。二人とも満足のいくランでした。車で帰るた

め、ノンアルコールでかんぱぁい！17 時 15 分の福

田港発フェリーに乗船。18 時 50 分姫路港着。三科

ﾜｲｽﾞを姫路駅まで送り、その後帰宅しました。 

余島はやっぱりおすすめですよ。気軽に出かけま

しょう！     （大野ベン記） 

    

＜＜＜＜書記書記書記書記からのからのからのからの報告報告報告報告とおとおとおとお願願願願いいいい＞＞＞＞    

＊12 月 9 日(日)14 時～16 時は、神戸 YMCA 国際協

力募金の街頭募金です。六甲部 8 クラブとユー

スリーダーとの協働になります。14 時に神戸大

丸の北西口に集合してください。時間のない方

は募金を持って激励に寄ってください。 

＊＜世界エイズデー記念講演会＞ 

日時：12 月 1日(土)13：30～16：00 

場所：兵庫医療大学  参加費：無料 

神戸 YMCA とﾜｲｽﾞ六甲部が後援しています。 

＊国際協会のロゴマークが変わります。▽マーク

の中はメンズクラブの英字が外れて、星とＹマ

ークだけになります。 

＊国際プログラムにおけるUS$建て献金の円換算

レートは、＄1＝￥90 に決定されました。 

＊次期区役員研修会は2013年1月13日～14日ホテ 

ルクライトン新大阪で、次期会長・主査研修会 

は、2013年3月9～10日チサンホテルで、開催予 

定です。    (鈴木記) 

 

神戸神戸神戸神戸ＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡマンスリーレポートマンスリーレポートマンスリーレポートマンスリーレポート    

１１１１．．．．世界世界世界世界ＹＭＣＡ／ＹＷＣＡＹＭＣＡ／ＹＷＣＡＹＭＣＡ／ＹＷＣＡＹＭＣＡ／ＹＷＣＡ合同祈祷週合同祈祷週合同祈祷週合同祈祷週    

 今年度の合同祈祷週は11月11日～17日でした。

12 日（月）の神戸朝祷会では、栃木県那須にある

アジア学院の職員であるジョナサン・マッカリー

さんがアジア学院の紹介を含めて共に生きること

の実践についてお話くださり、祈りを合わせまし

た。13 日（火）は神戸 YWCA で川喜田好恵さん（日

本 DV 防止・情報センター）から隣人として生きる

ことについてお話を伺いました。家庭内暴力や女

性に対する暴力についてカウンセラーとしての実

体験も交えたお話をくださいました。イエスが姦

通したと石を投げられるマグダラのマリアの傍ら

にひざまずかれた姿勢を通して、イエスの教えら

れた生き方について語られました。 

２２２２．．．．ＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡＹＭＣＡセミナーセミナーセミナーセミナー開催開催開催開催    

 11 月 17 日（土）に YMCA セミナーが開催され約

40 名の出席でした。栗林輝夫先生（関西学院大学

法学部）から「原発とバベルの塔の物語」をテー

マに、キリスト教や聖書から原発をどのように考

えるかという話を伺いました。キリスト教の原発

観の歴史から多くのキリスト者も原発擁護的な立

場に立っていたこと、チェルノブイリや福島の事

故に遭遇した今、「いのち」の観点から原発を聖書

の視点で問い直す必要性を学びました。 

３３３３．．．．    今後今後今後今後のののの予定予定予定予定    

（1）神戸市民クリスマス 

 日時：12 月 14 日（金）午後 5：00～ 

 場所：カトリック神戸中央教会 

（2）宝塚市民クリスマス 

 日時：12 月 14 日（金）午後 7：00～ 

 場所：宝塚ベガホール 

（3）≪予告≫特別講演会「いのちの輝き」 

 柏木哲夫先生を招き、ホスピスでのご経験や東

日本大震災、また自殺やいじめなどの「いのち」

の軽視を総括的に捉え、「いのちの輝き」の意味に

迫っていただきます。（午餐会の拡大版です） 

 日時：2 月 16 日（土）正午～午後 2：30（予定） 

 場所：神戸 YMCA4Ｆサイコー亭 

 講師：柏木哲夫氏 

    （淀川キリスト教病院名誉ホスピス長、 

     金城学院大学学長） 

 テーマ：「いのちの輝き」 


