
 

 

 

 

 

 

第 301 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！』      2013 年 1 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」 
1 月強調月間(ＩＢＣ・ＤＢＣ) 

ＩＢＣ・ＤＢＣは交流が広がるツールです。ワイズの楽しさを最大限 
感じるために無締結クラブをなくしましょう。   

石田由美子交流事業主任(宝塚クラブ) 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
特別例会として実費を徴収します。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｡ 
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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

《 1 月の聖句 》 
あけましておめでとうございます。世界に真の平和がもたらされますように！ 

 「それゆえ、わたしは降って行き、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から、広々としたすばらしい土地、

乳と蜜の流れる土地へ彼らを導き上る。」 出エジプト記 3 章 8 節  
この言葉は、イスラエルの民をエジプトから救い出すようにと、神様がモーセに語りかけた言葉です。 イスラエル

の人々にとって、蜂蜜は幸運と健康の食べ物だそうです。日本の七草は、せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけ

のざ、すずな、すずしろ。イスラエルにも「イスラエルの七草ならぬ 7 種」が親しまれてきました。それは、大麦、小

麦、ぶどう、いちじく、ざくろ、オリーブ、密だそうです。  
 今年は良い、甘い年になるのでしょうか。  丹羽和子 

＜1 月新年移動例会＞ 

会長の入会以来、念願？の移動例会を、有馬温泉で実施

します。切手整理と、温泉・夕食を共にし、新年の抱負

を語りながらの相互交流の機会とします。 
日 時：2013 年 1 月 6 日（日）18：00～20：00 
於）有馬・泉郷荘（神戸電鉄、神姫バスにて「有馬温泉」

駅下車徒歩 50m 左手のたいこ橋渡る。） 
ドライバー：齋藤 勲ﾜｲｽﾞ 
・開会点鐘：山田滋己会長 
・ワイズソング/聖句/祈祷/：鈴木誠也ﾜｲｽﾞ 
・ゲスト出席者紹介/会食・懇親 
・新年の抱負 
・今月の誕生者お祝い及び諸連絡 
・閉会点鐘：山田滋己会長  

＜12月出席状況＞ 出席率：82.4 % 
(出席総数) 14/17(出席率対象会員数) 
出席数：メン 14､ メイクアップ0､ 広義会員0､ 
メネット 1､ゲスト 3､ビジター 6 計24名 

今後の予定 
 

＜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
＜西日本区次期役員研修会＞ 
  1 月 13 日～14 日 ﾎﾃﾙクライトン新大阪 
＜1 月第 2 例会＞ 
  1 月 24 日（木）19：00～  YMCA４階 
＜廣瀬献児ﾜｲｽﾞ・頼子ﾜｲｽﾞ結婚お祝い会＞ 
  1 月 26 日（土）16:00～ 神戸デュシャン 

＜１月のお誕生者＞ 
1 日  鈴木誠也ﾜｲｽﾞ    5 日  橋本忠男ﾜｲｽﾞ 
11 日 小田 浩ﾜｲｽﾞ    16 日  佐野 睦ﾜｲｽﾞ 
17 日 石坂和子ﾒﾈｯﾄ 

＜現在のファンド・累計＞ 
         12月       累計 
ニコニコ     70,000円    131,158円 
物品販売       2,220円     39,636円 
献金積立       5,000円    90,000円 



＜会長メッセージ「新年にあたり」＞ 
山田 滋己 

  今年度の半期が過ぎました。年度はじめに掲げたスローガンを目標に、12 月第 1 例会では、DBC 東京む

かでクラブのメンバー、そしてユースリーダーを迎えて、盛大なクリスマス例会を実施できました。久しぶ

りに、翌日も DBC 交流プログラムを実施。新メンバーも含めて、新しい交流が始まりました。これらが実

現できたのは、クラブメンバーがそれぞれの持ち場で、出来る限りのことを一生懸命取組んで下さった結果

と、感謝しています。 
  新年に入ると次期の準備が始まってきます。ワイズメンズクラブのこの仕組みは、一般企業でもなかなか

出来ない、新旧引きつぎの期間を充分にとった有効な方法だと感じています。この仕組みをはじめ、国際憲

法が制定されていて、これを基に世界中で活動されていることも、組織力を発揮することにつながっている

のだと思います。 
  一方で、我がポートクラブは、IBC 交流が最近疎遠になっています。強化月間の今月に、皆さんで今後の

IBC 交流について語り合えれば幸いです。 
  1 月の第 1(移動)例会は、あるチャーターメンバーの方の発案から約 3 年目で実った機会です。有馬温泉に

つかって昨年の疲れをとり、今年の英気を養うことに加えて、抱負を語りながら、皆さんで新年をお祝いし

たいと思います。 
 
＜12 月クリスマス第１例会報告＞ 
12 月 7 日（金）18:30～21:30 
第１部：特別養護老人ホーム「オリンピア」にて「東京

むかでクラブ」と共に、郡ﾜｲｽﾞ聖書朗読、山口光チャプ

レンによる司式で礼拝。神戸ＹＭＣＡ混声合唱団くさぶ

えによる素晴らしいうたごえとサンタさん登場、お年寄

りの皆さんへプレゼント。山田会長からは「いつまでも

お元気で」と、挨拶。クラブからは当日のお菓子と飲み

物、プレゼント等を負担させて頂きました。 
第２部：「グリーンヒルホテル神戸」へ移動 
「東京むかでクラブ」神保会長、森本、鈴木、城井ﾜｲｽﾞ

を迎えてのＤＢＣナイト。奈良昭彦氏、芦屋クラブ桑野

友子、柏原佳子ﾜｲｽﾞを迎えて開会。聖書と祈祷は丹羽和

子ﾜｲｽﾞ、「クリスマスは神が我々と共におられる喜びが

あふれるときであります。｣と。 
矢吹舞、壁村晃奈ユースリーダーから熊本での全国リー

ダー研修会参加報告がされましたが、クラブからは参加

の為の助成金を贈っています。 
豪華なクリスマスディナーと飲み放題の飲み物に満足

し、廣瀬献児・頼子新婚夫妻に乾杯！「神様を大切にし、

お互いを大切にし、周りの人たちを大切に出来るような

家庭を築いていきます」と、力強く挨拶がありました。

これからのお二人の活躍に、みなさんから大きな期待を

持って祝福されました。 
今月の歌は、大野ベンギターによる「イマジン」「私

の子どもたちへ」「きよしこの夜」「もろびとこぞりて」

元気に合唱して、うれしい楽しいクリスマス例会でした。  
有志による献品やお土産を使っての抽選会もありがと

うございました。  （齋藤勲記） 
 

 
オリンピアでの祝会・くさぶえの合唱 

 
クリスマス例会・DBC ナイト 

＜12 月第 2 例会報告＞ 
12 月 20 日（木）19：00～21：00 
神戸ＹＭＣＡ ４Ｆ第 1 会議室 
出席：小田、齋藤、坂本、鈴木、廣瀬、山田以上６名 
＊12 月の出席率：本日出席ﾒｲｸｱｯﾌﾟなしで 14/17 
82.4％。 
＊報告：クリスマス第 1 例会、記録の通り。 
＊ブリテン 1 月号は第 1 例会が 1 月６日（日）のため、

12 月 27 日発行発送とする。 
＊神戸市民クリスマスと神戸真生塾クリスマスについ



ては慣例によって献金を贈る。 
＊1 月第１例会：有馬にて移動例会 
 1 月 6 日(日）15 時～ 切手整理作業と検討事項

の話し合い。18 時～20 時 例会・夕食会 20
時～ 懇親会、7 日(月）朝食後解散 

＊１月予定：・6 日(日）第１例会 
・12 日(土）YY フォーラム 

      ・24 日(木）第 2 例会 
      ・26 日(土）廣瀬夫妻のお祝い会 
＊西日本区ファンド献金について： 
 橋本委員長によって 5,000 円×18 名＝9 万円 

集められているが、Ｙサ・ユースとＢＦについ 
ては 100％達成することを確認しながらそれ以 
外については更に検討し、金額を配分する。 

＊ニコニコ献金：7 日第 1 例会にて 4,000 円、8 日偲ぶ

会での石坂さんの遺品配布による献金 16,000 円、石

坂和子さんから感謝献金として 5 万円頂きました。 
＊物品販売：第 1 例会にてカード販売で、2,220 円。 
＊ＢＦ使用済み切手：ＹＹフォーラムにて六甲部ファン

ド主査にてまとめて、換金業者へ送るので、1 月 6 日

にも整理して準備する。 
＊「平和を創り出すコンサート」は 3 月 2 日(土) 
神戸栄光教会で申請中。 

＊「折りづるラン」へのクラブ負担の検討。 
＊2 月 14 日（木）ＴＯＦ例会は昨年に準じて YMCA 会

議室にて 500 円弁当、メンバースピーチを検討する。 
                  （鈴木記） 
 
＜石坂哲郎さんを偲ぶ会報告＞ 
12 月 8 日(土)14 時半～ 石坂さんの母教会である東神 
戸教会川上盾牧師の司式によって礼拝が始められ、3 名 
の方から偲ぶ言葉を頂いた。終戦直後から生協勤務時代 
及び神戸 YMCA の仲間としての今井鎮雄顧問、神戸ク

ラブでの同志及び日本区西部時代に他県のクラブ訪問

を続けられた城純一ﾜｲｽﾞ、建設会社勤務時代、設計者と

してお付き合いのあった元アジア地域会長の奈良昭彦

氏からそれぞれ石坂哲郎さんとワイズダム運動を通し

ての働きを篤く語って頂いた。  
15 時半からは 4 階のサイコー亭に移動してお茶の会を 
開いた。大好きだった合唱から始めて、出席された多く 
の方から思い出と偲ぶ言葉を聞かせていただいた。また 
欠席者からのメッセージはプリント配布されたが、特に 
東京むかでクラブとの DBC を結ぶきっかけを作って下

さった阿山剛男ﾜｲｽﾞからのメッセージは神保会長から

披露された。石坂和子メネットからは、ネクタイやピン

バッジ等ワイズグッズを遺品として沢山提供頂いたの

で、出席者の皆さんで分けさせていただき、各自の感謝

の気持ちを、ニコニコ献金として 16,000 円が捧げられ

た。また、和子メネットからはクラブに対して感謝献金

が捧げられた。最後は、石坂さんが大好きで、よく唄っ

ておられた「遥かな友に」の大合唱で閉会。参加者は礼

拝のみの方を含めて 43 名。 

 
 
 
 
 
＜DBC 交流報告＞ 

DBC 東京むか

でクラブより

4 名を迎えて

交流を図った。 
7日第 1例会出

席後宿泊され、

翌日 8 日は午

前中神戸市内

（しあわせの村 日本庭園前にて）  を車にて案内し

ながらの交流となった。神戸海洋博物館・カワサキワー

ルドでは、バイク展示、進水式のビデオ見学等で乗物の

歴史を観賞した。その後、しあわせの村へ。昼食を済ま

せて、神戸 YMCA チャリティーランの会場を見学頂い

た。また、西神戸 YMCA(学園都市クラブの本拠地)も見

学して頂き。半日であったが、充実した交流であった。

(山田 記) 
 
＜廣瀬献児ﾜｲｽﾞ・頼子ﾜｲｽﾞ結婚お祝い会＞ 
  先月お知らせしました会ですが、次の通りに決まりま

した。詳細はご案内状をご参照ください。 
日時：2013 年 1 月 26 日（土曜日）16:00～18:00 

（開場；15:40） 
場所：洋食屋 神戸デュシャン 

（ジョーシン電機斜め向かい） 
会費：￥4,500／人（お料理、フリードリンク） 
 
＜諸報告＞ 
＊12 月 9 日（日）国際協力街頭募金は、神戸大丸前に



てルミナリエの雑踏の中､寒波と六甲おろしに悪戦苦

闘。33 名にて 58,878 円が与えられた。20 名のワイズ

の中でポートからは、鈴木１名のみだった為、16 日

(日)大震災復興支援リーダー会による街頭募金に、大

野、郡、鈴木がリベンジ参加して 93,322 円が与えら

れた。 
＊14 日（金）神戸中央カトリック教会にて、神戸市民

クリスマス開催。神戸市内のキリスト教会がカトリッ

クを含め宗派を超えてキャロリングと礼拝を守り、交

流を深めた。クラブより協賛金を贈っている。 
＊他クラブクリスマス訪問：芦屋クラブクリスマスには、

大野、齋藤、水野、山田各ﾜｲｽﾞ、宝塚クラブのキャロ

ルを唄うクリスマスには小田、齋藤、佐野、水野各ﾜｲ

ｽﾞ、西宮クラブのクリスマス例会には大野ﾜｲｽﾞがビジ

ター訪問された。 
＊丹羽和子ﾜｲｽﾞは西神戸 YMCA(学園都市)のプログラ

ムにチャプレンとして奉仕しておられるが、８日は保

育園と学童保育、１５日は西神戸 YMCA と学園都市

クラブのクリスマス礼拝に奉仕された。 
＊25 日(日)神戸真生塾、クリスマス礼拝と祝会に、鈴木 
ﾜｲｽﾞ出席、クラブよりお祝いとして献金持参した。 
普段はやんちゃな子どもたちが真剣にキリスト生誕

劇や歌、踊りを見せてくれた。 
＊国際協会のエンブレムとロゴは国際議会で決定され 
たので、順次変更することになる。西日本区ＨＰの『資 
料庫』データーベースで確認のこと。名称変更につい 
ては、クラブ会長による国際投票で決定されるが、ワ 
イズメンズクラブという名称は男性だけのクラブと 
誤解される為、性別を表わさない「ワイクラブ」とす 
ると、いう案だが、区や部、クラブでの使用は拘束さ 
れない。 

＊1 月から後期に入るので、ｸﾗﾌﾞ会費を、自発的に会計

まで納入することと、前期未納の方は全期分をまとめ

て納入のことを確認。 
 

神戸 YMCA マンスリーレポート 
１．チャリティワインを楽しもうの会、開催 

 去る 12 月 3 日（月）に、会員活動委員会が主

催するチャリティワインの会がポートピアホテ

ルのフランス料理レストラン「トランティアン」

を会場に開催され、41名の方が参加されました。

本格的なフランス料理とワインを楽しむという

ことをテーマに、ポートピアホテルのソムリエ

である岡本博文さんが選定してくださったワイ

ンと料理を楽しみ、そしてその収益が「子ども

奨学金」に捧げられました。 

２．2013 年度年間聖句、決定 
以下の聖句が次年度の聖句として選ばれました。

「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさ

い。」（ローマの信徒への手紙 12:15） 
 多くの人と出会い、交わり、つながりあう

YMCA ですが、本当に深い想像力をもって、喜

びや悲しみに寄り添えているかが問われます。

この聖句を掲げながら、いろんなことを感じ、

考える一年にしたいと思います。 
３．今後の予定    
1)新春ＹＹフォーラム 

現在、ユース委員会・ワイズメンズクラブで準

備をしてくださっています。ご参加ください。 
 日時：1 月 12 日（土）午後 1:00～5:00 
 場所：神戸 YMCA チャペル 他 
 テーマ：「『個性』の伝道師がやってくる」 
2)特別講演会「いのちの輝き」 
 1 月 17 日は阪神・淡路大震災から 18 年目を迎

え、また 3 月 11 日は東日本大震災 3 年目を迎え

ます。この両大震災の間の 2 月に「いのち」を

考える特別講演会を開催します。長年、ホスピ

ス医療の第一人者として活躍されてきた柏木哲

夫先生をお招きして、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

に迫っていただく会を計画しています。午餐会

の拡大版として企画いたしました。是非、ご参

加ください。 
日時：2 月 16 日（土）正午～午後 2:30 
場所：神戸 YMCA 4F 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」 

3)ユースリーダーと会員の集い「Ｙカフェ」 
会員活動委員会が主催して、ユースリーダー、

ユースリーダーOBOG、また会員運動を支え、

活動をしている会員の皆さんとお茶でも飲みな

がら、気楽な雰囲気の中で語り合える場を用意

してくださいました。是非、ご参加ください。 
日時：2 月 23 日（土）午後 2:00～4:00 
場所：神戸 YMCA   4F  サイコー亭 
内容：講演「私と YMCA 活動（安行英文さん）」

とカフェタイム 


