
 

 

 

 

 

 

第 297 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 9 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」 

９月強調月間(Menettes) 

各クラブ会員は例会にメネットを誘いましょう。 

Have Fun With Menettes (メネットと共に楽しく) 

野村靖子 メネット事業主任(名古屋東海クラブ) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

《 9 月の聖句 》 

＜大切なのは､新しく創造されることです｡＞(ガラテヤの信徒への手紙 6:15B) 

季節は秋､新しい学期の始まる時です｡私たちが信じ､学び､働き､他のために尽くし､社会で奉仕するとい

う夫々の生き方の中で､そうした行いをしている本人自身が「新しく創造されることが大切なのだ」と聖書

は語っているのです｡(Rev. Y) 

＜9 月第 1例会＞ 

 

9 月はメネットの強化月間です｡メネット連絡員の 

大野 智恵メネットのドライバーで進行します｡ 

メネットのみなさん、ご参加ください。 

 

        記 

日 時:2012 年 9 月 13 日(木)19:00～21:00 

場 所:グリーンヒルホテル神戸 

ドライバー:大野 智恵メネット 

開会点鐘:山田 滋己会長 

ワイズソング/聖句/祈祷/ 

六甲部会 メネットアワ－報告 

会食 

メンバースピ－チ 廣瀬 献児メン､ 

大野 勉メン 

今月の誕生者お祝いおよび諸連絡 

今月のうた 

閉会点鐘:山田 滋己会長 

＜8月出席状況＞ 出席率:100% 

(出席総数) 17/17(出席率対象会員数) 

出席数:メン 16､ メーキャップ 1､功労会員0､ 

メネット 0､ゲスト 4､ビジター 10  計31名 

 
今後の予定 

＜六甲部会＞ 
 9 月 8 日(土) 13:00～ ホテル竹園芦屋 
＜京都部会＞ 
 9 月 9 日(日) 15:00～ ｳｴｽﾃｨﾝ都ホテル 
＜9月第 1例会＞ 
 9 月 13 日(木) 19:00～ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 
＜中西部会＞ 
 9 月 15 日(土) 14:00～ ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ大阪 
＜阪和部会＞ 
 9 月 22 日(土) 13:30～ 大阪たかつｶﾞｰﾃﾞﾝ 
＜9 月第 2例会＞ 
 9 月 27 日(木) 19:00～ YMCA4 階 
＜西中国部部会＞ 
 9 月 29 日(土) 13:00～ 広島 YMCA ホール 

＜9月のお誕生者＞ 

該当者無し 

＜現在のファンド･累計＞ 

               8月        累計 

ニコニコ       2,000円     56,158円 

物品販売          0円     29,292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「8月を振返って」 山田 滋己 

 

まだまだ暑い毎日が続いています｡8 月は各地で納涼の催しが開かれ､とても忙しい(楽しい!!)月になりま

した｡自身の他クラブへの訪問は､8/4(土)さんだクラブ花火例会､8/14(火)神戸クラブ 第 1例会及び六甲部

EMC 研修会(の後 Beer で納涼)､8/18(金)～20(月)は DBC 東京むかでクラブ特別例会(於 東京 YMCA 野尻キャン

プ)､8/21(火)神戸西クラブの納涼例会(Beer Party)でした｡ 

一方で当クラブの活動としては､8/9(木)第 1例会で､六甲部長公式訪問､チャーターメンバー廣島ワイズを

迎え､クラブメンバーとほぼ同数のビジター＆ゲストが来て下さり､30 名の盛会となりました｡また毎年の地

域奉仕事業である 8/25(土)神戸真生塾の納涼例会では､たこやき､とうもろこしの屋台を出店し､納涼の一時

を過ごしました｡ 

これらの間､仕事では会社の年次行事や夏合宿研修等があり､家に帰るとロンドンオリンピック､夏の高校

野球大会観戦等々､楽しい事だらけで過ぎたように思います｡その都度､暑い暑いと感じながら､実は納涼を楽

しんできましたので､夏が終わりに近づくと､少し惜しい気がしますが､皆様は如何でしょうか｡ 

ワイズ活動に目を戻すと､8月は新年度2ヶ月目であり､これからという時期でもありました｡沢山の会合で

生み出されるエネルギーは､皆さんを元気にするように思います｡9月も六甲部会をはじめ､西日本区では多く

の楽しい行事が行われる予定です｡夏バテではなく､夏の元気をそのままに進んで行きましょう｡ 

＜ 8 月ドライバー 橋崎 頼子からの一言 ＞ 

先輩方がポートクラブ設立に込められた思いを受

け継ぎつつ､新しい歩みを積み重ねていきたいと

思います｡ 

＜8 月第 1例会報告＞ 

8 月 9 日(木) 19:00～グリ－ンヒルホテル神戸 

出席:メン 16､ゲスト 4､ビジター10､合計 30 名 

･ユ－スの月､ユ－ス会員ドライバ－､六甲部長公

式訪問 廣島義夫ワイズを迎え 納涼例会 

･ドライバー橋崎頼子メン､廣瀬メンとの婚約発表

で明るいム－ドで始まる。 

＊開会点鐘 山田会長 

＊聖句祈祷 山崎メン アジア･アフリカの子ども

貧しいけれど目は輝いている｡子ども達に夢と

希望を与える｡我々に力を与えてください｡ 

＊上野六甲部長､柏原書記､桑野会計公式訪問。 

国際社会で､柔軟な創造で愚直に積極的にワイズ

ライフを楽しもう｡具体的には､タイワ－ク､ユ－

ス基金､地域奉仕､EMC 六甲部 200 にするプロジェ

クトを発展させたい｡IBC､DBC 交流を深める､BF 切

手は六甲部全参加とする､急逝した飯田メン提唱

レイチェル･カ－ソンの「沈黙の春」「ハチドリの

ひとしずく」の様に活動したい､御協力を！！ 

＊廣島ワイズ スピ－チ 

「ポ－トクラブの誕生､そして更なる発展を･･･」

と題し 約一時間､笑いと苦労話､ユ－モアたっぷ

りの話にアッと言う間に終わった｡ 

･奈良傳賞を西日本大会でもらった､光栄です｡ 

･自分のワイズ歴としての幼年期はYが身近にあり､

大阪サウス､福岡での小中､高校大学時代には恩師

が二人いた｡大学院時代ポ－トクラブチャーター

で国際との交流を学んだ。そして現在京都で新た

なクラブを目指して挑戦している｡ 

･ポ－トの初期､本日急遽欠席の石坂メンの話「Y

と Y'S は車の両輪でない」論に感銘。 

･88 年京都国際大会では､怖いもの知らずの郡メン､

北欧ワイズを日本式宴会で歓待した事｡街頭募金

で困った時、総主事が先頭に立った事｡学園都市

クラブ設立には身を切る思いでチャ－タ－し､そ

れが大きく発展している｡本当に嬉しい！ 

･ポ－トに期待すること 

1.若いユ－スが加わり､明るく活気がある｡(孫の

結婚式？) 

2.神戸は港町､国際がキ－ワ－ドでまだまだ発展

可能｡タイワ－ク､スリランカで多くの事を学

んだ｡(人との出会い) 

3.YMCA へ積極的な進言をする。自分達が YMCA を

支えるという覚悟が必要だ｡ 

4.自ら手を挙げて活動する事､金が無ければ身体

を使え。身体が駄目なら頭を使え｡ 

5.ポ－トには多彩な人材がいる。夫々の居場所を

作り仕事でも家庭でもワイズメンであれ!! 元

気で楽しみましょう!! 

＊元ポ－トメンバー他ゲストスピ－チ 

馬場金司:石坂メンに会えず残念。ジャガイモ販売

は今も協力してます｡ 

阿部信太郎:昔の資料を見て楽しかった。イヤイヤ

別れたけど､でも楽しかった｡ 

舘 忠之:昔話が出来て楽しかった。クラブバナ－

のデザインを作成しました｡ 



大津善旦:神戸クラブからポートクラブ､学園都市

クラブと､3つのクラブに参加した｡ 

馬場靖夫:楽しかった。近いうちに考えている｡ 

奈良昭彦:廣島さんが受賞されて良かった｡ 

森本晴生:東京むかでクラブとのDBCは石坂さんと

阿山さんの海軍 OB 会での出合いから､

人と人との出合いは宝物だ｡ 

･神戸ポ－トには､含み資産が沢山ある｡チャ－タ

－メンバーの中からこれまで5人が亡くなってい

るが､この人達が基礎を作ってくれた事も記憶せ

ねばならない｡ 

＜今月の歌＞ 

＊DONA NOBIS PACEM 我らに平和を 

8月になると平和の歌だ｡オリンピックがロンド

ンで始まった｡ジョン・レノンのイマジンのよう

に国境のない地球を考えよう｡ 

＊橋崎メン:Yサ､ユ－ス コンボケ－ション7/31～

8/5 ノルウェ－で開かれた｡杉本コメットと会っ

た｡報告の為にクラブ訪問して頂くつもり｡ 

＊森恭子メン:8/12(日)「虹のまつり」都島区民ホ

－ルで子ども達の笑顔を飾りましょう｡運動参

加御協力を！！    (齋藤 記) 

＜8 月第 2例会報告＞ 

8月 23 日(木) 神戸 YMCA 4F 会議室 19:00～ 

出席:大野､齋藤､坂本､佐野､鈴木､廣瀬､ 

山崎､山田   計 8 名  

①8月出席率:神戸真生塾納涼大会を特別例会と

することにより第 1 例会欠席者の出席をメイ

クアップとして認める確認をした｡ 

②今後の予定と出席確認 

･8/25 神戸真生塾 13 名(メネット 3名含む) 

･東京むかでクラブ特別例会 大野､山田 2名 

･9/8 六甲部部会 8 名､メネット会 4名 

･9/15 中西部部会大野､佐野､鈴木 3 名申込 

その他の部会についても参加希望を聞き､複数

名参加の部会は会長がまとめて申込む。 

③9 月 8 日(木)19:00～ 第 1 例会はメネットの

月例会として大野智恵メネット､ドライバー

担当｡ 

④六甲部会での歌合戦の出し物を検討し､「小さ

い秋見つけた」に決定､担当は齋藤ワイズ｡ 

⑤クラブファンド物品として新たにメルヘンア

ートカードを加え､六甲部部会から販売する｡

じゃがいもファンドの時期と金額について出

来るだけ早く決定し､案内チラシを確定する｡ 

⑥次期 13－14 年度クラブ及び六甲部役員  

クラブ会長―佐野 睦､副会長―森 恭子 

六甲部部長―山田滋己､ 

書記―大野勉､ 会計―山崎往夫 

⑦クラブ 25 周年記念例会と六甲部部会を合わ

せて検討を進める｡ 

⑧国際憲法改定に伴う国際投票について確認｡ 

⑨九州豪雨災害支援について確認｡ 

⑩10－12 月例会について検討｡12 月クリスマス

例会は東京むかでクラブからの参加に便宜を

図るため 7日(金)開催として「オリンピア」､

「グリーンヒルホテル神戸」と調整(鈴木 記) 

＜ 折りづるラン 2012 ＞ 

大野ベンは､まだ走っています｡この夏は宮城県多

賀城～気仙沼を走って来ました｡以下報告です｡ 

8 月 12 日(日)午前 10 時多賀城到着 

そこで､仙台の清水様と連絡をとり､石巻駅前に

車を置いて､本塩釜駅まで送って頂きました｡こ

こからがスタートです｡今回は､一人で走ります｡

34KM を暑さの中､がんばりました｡途中､日本三

景松島海岸も横目で見ながら､観光気分で(顔は

ゆがんでいたかしら？)走りました｡夜は､大衡

村のビジネスホテルに宿泊｡石巻から車で 1 時

間の所でした｡ 

8 月 13 日(月)今日は､気仙沼のランナー､小野寺

氏とそのご友人､齊藤氏とご一緒します｡ 

午前 9 時石巻駅前集合の予定でしたが､10 時過

ぎに合流｡よろしくお願いします｡国道 45 号に

出てからスタート｡1区はベン､10KM｡次は小野寺

さん､そして斎藤さん(約 10KM)とてもお元気で

す｡またまた､小野寺さん(合計 10KM)｡最後にベ

ン(11KM)｡3 人でのリレーは初めてでしたけど､

どんどん前へ進んで心も弾んでいました｡南三

陸町防災対策庁舎前では合掌！昨年と何も変わ

ることなく､見る人に悲惨さを伝えています｡夜

は､小野寺さんにお世話になります｡今は､新し

く開かれた床屋さんにお住まい｡なんと 11 月ま

で籍のある仮設住宅を宿泊所としてご提供頂き

ました｡ 

8 月 14 日(火)南三陸～気仙沼 

朝起きると､窓の外は雨｡昨夜は大雨だったそう

だが､全然気づかずぐっすり睡眠がとれた｡ 

「涼しい午前中に走ろう」ということで､6 時 30



分に気仙沼を出発し南三陸へ車で向かう｡途中､

朝食(カレーライ

ス)をとり､8 時

20 分スタート｡今

日は 2 人でリレ

ー｡ベンが 31KM､

小野寺氏 10KM)｡

ゴール地点の気

仙沼市役所前に､

清水ワイズの甥ごさんがスイカを持って出迎え

てくださった｡(大感謝！)その後､一緒に亀の湯

入湯｡スイカ賞味｡市内散策｡休憩の後､気仙沼の

夜を楽しんだ｡出会いがたくさん｡ 

8 月 15 日(木)午前 6 時 30 分に小野寺氏の自宅

前でラジオ体操をご一緒し､お別れをした｡ 

11 時前車を本塩釜に置いて列車で多賀城へ移動

し､ランスタート｡4KM 走破し､今回のランは終了｡

3月25日(日)仙台YMCA～多賀城駅(15KM)をプラ

スして､仙台 YMCA～気仙沼(135KM)となりました｡

宮古まで後 124KM！(計画･思案中) 

＜六甲部 EMC 研修会＞ 

8 月 14 日(木)18:30～神戸クラブ例会に西日本区

EMC 米村謙一事業主任の EMC レクチャーがあるの

で､六甲部研修会として､全8クラブが参加した｡ポ

－トクラブより齋藤､鈴木､山崎､山田 4 名出席。 

＜野尻ファミリーキャンプ 2012＞ 

8 月 19 日(土) 6:00 須磨駅集合､出発｡ 

名神､中央道を経て長野道へ､長野 IC で下り

(12:15)､国道を走ります｡いつもの BBQ 藤本邸

に13時 30分到着｡もうBBQは始まっていました｡

挨拶もそこそこに､食べる､飲む､しゃべる｡なぜ

か今年は若い人が多い｡聞くと､野尻のとなりの

東洋英和でのキャンプ(障害児)のスタッフもご

招待とのこと｡BBQ を終えて､徒歩組､ボート組､

自動車組に分かれて野尻キャンプ場へ｡と､突然

の雷に､大雨｡やっとこさ全員がそろったのは､5

時ころでした｡その後､シャワー､入浴をして､深

夜まで懇親を深めました｡神戸から持参した焼

酎は 1 本空いてしまいました｡宿泊は初めて､ゲ

ストハウスでした｡今年の参加者は､神保会長､

森本ワイズ､今井ワイズ･メネット､高津ワイズ･

メネット､城井ワイズ･メネット･マゴメット 2

人､土井ワイズ､堀口担当主事､ゲスト:丸山もと

子様､阿部ワイズ､森様(元メンバー)､そして神

戸から山田会長､大野でした｡ 

8 月 20 日(日)5 時起床｡5 時半旗揚げとのことで

したが､実際には 6 時から旗揚げ｡その後朝食｡9

時半から主日礼拝｡吉祥寺教会吉岡牧師｡11 時か

らの昼食は､野尻学荘 77周年､学荘 OB クラブ 32

周年を記念して､午餐会(立食形式)となりまし

た｡このように､むかでクラブの方や学荘 OB ク

ラブの方たちが､様々な形で野尻キャンプを支

援しておられます｡ 午後は､東京 YMCA 副総主事

の堀口さんに､妙高高原ロッジにご案内頂き､す

てきな温泉につかってきました｡6時半からの特

別例会に備えてみんなできつつきハウス(例会

場)をそうじし､準備して例会を迎えました｡宮

島ワイズ差し入れのとうもろこし､ワイン､日本

酒は絶品でした｡また､神保会長友人の茨城県の

酒造会社白菊の若社長もおいしいお酒をもって

ご 参 加 で し た ｡ 

 スピーチは､野尻･

山中両キャンプ場デ

ィレクターの星野太

郎氏による「今後の

キャンプ運営のあり

方」でした｡参加者からもたくさんの建設的な意

見が出されました｡この夜も遅くまで懇親を深

めました｡ 

8月21日(月)5時起床と共に､キャンプ場を出発､

神戸へ向かいました｡来年の再会を約束して…｡    

(大野 勉 記) 

＜神戸真生塾納涼大会出店＞ 

8 月 25 日(土)16 時～ 

出席:大野メネット､佐野､佐野メネット､鈴木､民

谷､丹羽､橋本､水野､森､山田メネット､山田 11 名 

毎年の地域奉仕事業としてたこやき､とうもろ

こしの屋台を出店､時間ぎりぎりまで完売｡ 

＜虹の祭り 訪問＞ 

8 月 12 日(日) 森 恭子ワイズがスタッフ参加の東

日本大震災復興支援イベント｢虹の祭り｣を訪問｡

短い時間であったが､森ワイズの震災支援､脱原発

問題への熱い思いが良く理解できた｡ワイズとも

知見を共有し､何か模索できればと思う(山田記)｡ 

神戸 YMCA マンスリーレポート 

１、東日本大震災支援プログラム、無事に終了 
 この夏に、宮城県に向けてボランティアバス

を送りました。また、福島市の小学生 30 名を招

待する三菱商事ダイヤモンドキャンプが余島で

開催され、日頃、屋外での活動を制限されてい

る子どもたちが思いっきり、水や土に触れ、歌

やゲームを楽しむことができました。  
２、夏期プログラム、順調に実施！ 
 多くのキャンプや講習会、サマースクールな

どの夏期プログラムが順調に進行し、無事終了

することができました。 
３、訃報 
 去る 8 月 21 日（火）に、神戸 YMCA の名誉

会員であり、宝塚ワイズメンズクラブメンバー

である今西政弘さんが天に召されました。享年

84 でした。今までのご奉仕に心より感謝し、御

霊の平安をお祈りいたします。 
＊9 月から「イベントの秋」、益々ご協力を！ 


