
 

 

 

 

 

第 312 号  

 佐野 睦 神戸ポートクラブ会長『親睦、学び、そして祈り』 副題『若い力をポートに！』 2013 年 12 月 
 

Poul V. Thomsen 国際会長(IP)(デンマーク) “Go Ye Into All The World”「全ての世界に出て行こう」 
岡野泰和 アジア地域会長(ＡＰ)(日本) “Start Future Now”「未来を始めよう、今すぐに」 

高瀬稔彦 西日本区理事(RD)(岩国みなみクラブ) “Attend club meetings with a clear motive to make the most of them.” 
「志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう。」 

山田滋己 六甲部部長(DG) 「さらなる交流 さらなる国際 さらに活発な六甲部へ」 

12 月強調月間 EMC-M 

MC の M は Membership、会議や奉仕の中にも「親睦」を大切にし、メンバー 

ひとりひとりが成長できるクラブの風土を育てていきましょう！ 

為国光俊 EMC 事業主任（京都パレスクラブ) 

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

飲食代として各自 3,000 円ご負担頂きます｡正会員の欠席､及びﾒﾈｯﾄ･ｹﾞｽﾄ他出席は、前々日迄に坂本連絡主事宛連絡下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 

2013―2014 年度クラブ役員 
【会長】佐野 睦【副会長】森 恭子【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 

《 2013 年 1２月の聖句 》  
＜兄弟たち、主が来られるときまで忍耐しなさい。農婦は、秋の雨と春の雨が降るまで忍耐し

ながら、大地の尊い実りを待つのです。あなたがたも忍耐しなさい。心を固く保ちなさい。主が

来られる時が迫っているからです。兄弟たち、裁きを受けないようにするためには、互いに不平

を言わぬことです。裁く方が戸口に立っておられます。＞ （ヤコブの手紙 5：7-10） 
クリスマスは主の降誕と同時に、主の来臨を待ち望む時でもあります。いつ何時、主が戸口に

立ってドアをノックされても良いように、私たちは常に準備を怠らないようにせねばなりません。

メリークリスマス。（Rev. Y） 

＜12 月第 1 例会＞ 
DBC 東京むかでｸﾗﾌﾞと「混声合唱団くさぶえ」を

迎え、特別養護老人ホ－ム「オリンピア」の皆さん

と共にクリスマスを祝い、ホテルへ移動したら

DBC ナイトのクリスマス例会です。 
＜記＞ 

日 時：2013 年 12 月 12 日（木）18:30～21:30 

場 所：特別養護老人ホ－ム「オリンピア」 

〇クリスマス祝会 18:40～19:40 18:30 ｵﾘﾝﾋﾟｱ集合 
     くさぶえの合唱と大野ベンギター 
〇DBC ナイト 20:00～21:30 ｸﾞﾘ-ﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 
 開会点鐘：佐野 睦会長 

今月の聖句・祈祷：山崎ﾜｲｽﾞ 
 会食、今月の誕生者お祝い／諸連絡／今月のうた

閉会点鐘：佐野 睦会長 

＜11月出席状況＞  出席率：89.5 % 
(出席総数) 17 /19(出席率対象会員数) 
出席数：メン 17（内ﾒｲｸｱｯﾌﾟ１、広義会員0） 
メネット１､ゲスト3､ビジター4  計25名 

今後の予定 
＜国際協力街頭募金＞ 
12 月 8 日（日） 14:00～元町大丸北側前 
＜12 月第 1 例会＞ 
12 月 12 日（木） 18:30～ 特養ﾎｰﾑｵﾘﾝﾋﾟｱ 

 20:00～ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸
＜神戸市民クリスマス＞ 
12 月 20 日（金） 18:30～ 神戸栄光教会 
＜12 月第 2 例会＞ 
12 月 26 日（木） 19:00～ YMCA 会議室 
＜ＹＹフォーラム＞ 
1 月 11 日（土） 13:00～17:00 
＜1 月第 1 例会・４クラブ合同例会＞ 
1 月 11 日（土） 18:00～20:00 

＜12 月のお誕生者＞ 

3 日：山田 貴子ﾒﾈｯﾄ  7 日：西澤 希恵ﾒﾈｯﾄ  

24 日：山田 滋己ﾜｲｽﾞ    

＜現在のファンド・累計＞ 
           11月       累計 

ニコニコ 3,000円 121,000円 
献金積立 62,000円 62,000円 
物品販売 0円 23,313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 「メリークリスマス」 

佐野 睦 

丹羽ﾜｲｽﾞの召天日を覚えてお祈り致します。 
皆さんメリークリスマス！！と言うには少し早いかも？でも、あと数日あっという間に来ますよ。 
12 月 1 日よりアドベント(待降節)に入ります。ん 10 年前教会学校のお手伝いをさせて頂いている

頃､今の時期は｢今年のクリスマスはどうしよう｣と悩んでいた事を思い出します。まさに｢クルシミマ

ス｣の時期でした。そんな色々と真面目（？）にクリスマスを考え勉強している頃、ある聖句に目がと

まりました。新約聖書の『マタイによる福音書 2 章 16 節～18 節』にあらわれるエピソードで、新し

い王（イエス・キリストの事のこと）がベツレヘムに生まれたと聞いて怯えたユダヤの支配者ヘロデ

王がベツレヘムで２歳以下の男児を全て殺害させたとされる出来事です。この所に目がとまりました。

私なりに考えクリスマスの楽しい嬉しい出来事の裏にはこのような悲惨な事が行われていた事を知り

ました。それ以来クリスマスを迎える度にこの事を思い出しながらこの時期を過ごしています。 
クリスマスが終わるとすぐに年末を迎えそして新年。（ちょっと宣伝です。六甲山 YMCA のおせち

料理美味しいよ。）Y’s の 1 年も残す所後半年ワイワイ楽しく皆さんで過ごしましょう 
 

＜１１月第 1例会報告＞ 
11 月１4 日(木)19:00～21:00 グリーンヒルホテル神戸 

出席：ﾜｲｽﾞ

16、ﾒﾈｯﾄ 1、
ｹﾞｽﾄ 3、 
ﾋﾞｼﾞﾀｰ４、

24 名 
ド ラ イ バ

ー：細見俊

雄ﾜｲｽﾞ 
佐 野 会 長

による開会点鐘、挨拶、ワイズソング、 
今月の聖句・祈祷：山崎往夫ﾜｲｽﾞ 
ゲスト：受野口笑子（三宮リーダー会）、木本友里（国

際ボランティア）、奈良昭彦（元アジア会長） 
ビジター：為国光俊 EMC 事業主任（京都パレス）、 
小野勅紘 EMC 事業主査（西宮）、正野忠之 Y サ・ユ 
ース事業主任（大阪河内）人見晃弘（京都パレス） 
大野智恵氏入会式 司式：佐野会長、立会：為国 EMC
事業主任、山田六甲部長、小野 EMC 事業主査 
会食後、全国リーダー研修会報告受野口笑子ﾘｰﾀﾞｰ  
スピーチ：「国際ボランテイア 10 周年」クラブ Y サ・

ユース委員長 森恭子 
＊ゲスト・ビジターからの一言アピール 
＊じゃがいも販売結果報告(橋本・郡) 
＊書記：第 2 例会報告と今後の予定に出欠予定を 
11 月誕生祝  今月のうた「笑顔とともに」 
閉会点鐘：佐野会長 

＜11 月第 2 例会報告＞ 

11 月 28 日(木)19:00～20:45 YMCA 第 2 会議室 
出席:大野勉､智恵、郡、坂本､鈴木、水野、山崎､ 
佐野会長、森副会長欠席の為、大野勉ﾜｲｽﾞ司会 
①11 月出席率：出席 16＋MU1 水野）÷19 ＝89.5% 
②11 月活動報告： 
＊じゃがいも販売は 12 月第 1 例会で集計する。 
＊11/4ﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ 10名参加 本部のラッフル券販売

促進、吉野の柿と福島のお米を販売した。 
③12 月第 1 例会：12 月 12 日（木）例年通り特養オ

リンピアでの祝会にｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙでの DBC ナイト。 
 東京むかでクラブは 3 名来られる予定。 
④1月新年例会は 11日 18時～4クラブ合同を充てる。 
⑤新入会の大野智恵ﾜｲｽﾞはメネット連絡員は続けな 
がらファンドを担当する。 

⑥次期会長は森恭子ﾜｲｽﾞ、メネット事業主査には  

大野智恵ﾜｲｽﾞを推薦する。3 月 8-9 日次期会長・

主査研修会出席費用はクラブから補助する。 
⑦12 月 8 日(日)国際協力街頭募金 神戸大丸前 
 可能な方の参加を募ります。 
⑧大野勉ﾜｲｽﾞによる「石巻餅つき大会」は 12/21、 
 「折りづるラン」は 1/2 鹿児島を出発予定。 
⑨第 1 例会予定：2 月：使用済切手整理、TOF 研修

例会、3 月：エコール KOBE 学園長 河南 勝（大

野智恵ﾜｲｽﾞ推薦） 
 4 月：フットサル選手（郡ﾜｲｽﾞ推薦） 
⑩大野智恵ﾜｲｽﾞより吉野の「柿菓子」クラブファン 

ド推薦、3 割益金確保可能、12・1 月の例会にて試

食販売する。 
⑪ブリテン 12 月号分担確認。     以上 



＜第 16 回神戸ＹＭＣＡチャリティーラン＞ 
｢心身に障がいのあるすべての人たちに笑顔を｣

という想いを胸に、第 16 回神戸 YMCA チャリテ

ィーランが開催された。例年開催していた 11 月 3
日は 1 日中雨だったが、幸い今年の開催日の 4 日

は雨も上がり、朝から晴れ間が広がった。 
我が神戸ポートクラブは、ラッフル券、大和の

柿、福島のお米販売を行った。また、若手メン  

バーがグループランに参加。大会を盛り上げた。 
正午前、黒雲せまり、空が急に暗くなってきた。

雨の中、一般、女子の部の駅伝がスタート。雨に

も負けず、笑顔とともに力走。感動の輪が会場全

体に広がる。昨年盛り上がったランプログラム最

後の「100 分の 1 マラソン」は、グランドコンデ

ィション不良のため、やむなく中止。お待たせの

ラッフル抽選会は、雨上がった芝生の上で、一喜

一憂の連続。当たった人もはずれた人も、笑顔が

広 が る

ひ と と

き だ っ

た。 
参加者 :
郡､大野

勉､智恵､

鈴木､廣瀨献児､頼子､水野､森､山崎､山田 10 名 
（大野ベン記） 

 
「余島へ行こう 2013」 

 昨年 12 月、京都部有志の方と東山荘をご一緒し

た。「今年は、余島へ！」ということで、大野ベン

がコーディネートさせていただき、12 名で余島へ

出かけた。京都からは、岡西ﾜｲｽﾞ(京都ﾌﾟﾘﾝｽ)、山

川ﾜｲｽﾞ(京都めいぷる)、三科ﾜｲｽﾞ(京都東稜)、その

マラソン仲間４人(林氏､田中氏､高科氏夫妻)。六甲

部からは､石田ﾜｲｽﾞ(宝塚ｸﾗﾌﾞ)､鵜丹谷ﾜｲｽﾞ(神戸ｸﾗ

ﾌﾞ)、そして岡西ﾜｲｽﾞの友人岡田氏(西宮市在住)、
大野ベンの 12 名。 
11 月 23 日(土）9 時姫路駅南集合、10 時 35 分姫

路港発フェリー乗船。12 時 15 分福田港着。その

後寒霞渓、大阪城残石公園、二十四の瞳映画村を

観光して、銀波浦へ。夜陰の中オリーブ丸で余島

へ。夕食後、インフォメーションセンターにて懇

親会。24 時まで続く。（明日はマラソン大会に参

加する人 6 人） 
11 月 24 日(日）7 時 30 分朝食。全員揃った。 
その後、マラソン組、余島探検組に分かれ、午前

中を過ごし

た。午後 1
時銀波浦に

集合し、余

島を後にし

た。天候に

恵まれ、よ

き仲間に恵

まれた今回のツァーに、参加者全員満足の笑顔。 
来年もやりましょう！     （大野ベン記） 
 

＜エコールみんなでフェスティバル＞ 
11 月 30 日(土)、エコール KOBE の大きなイベ

ントに参加してきました。会場では、学生たち一

人ひとりが主人公で、学習の成果がいきいきと表

情豊かに展開されていました。小田さんの「集団

の中での自己表現が十分にあり、その一生懸命さ

に心うたれた。寒い日だが、心温まる思いがした。」

という感想が、その様子を物語っていると思いま

す。じゃ

がバター

とじゃが

いもの販

売をしま

したが、

大変好評

で、郡さ

んにお世

話いただいている「とうや(洞爺)」の美味しさを改

めて感じました。売り上げ(8650 円)は全て寄付さ

せていただきました。ありがとうございました。

クラブからの参加者：小田､丹羽､鈴木､大野勉､大

野智恵 以上 5 名 
              （大野智恵 記） 

 
＜諸報告・お願い＞ 

＊12月20日(金)神戸市民クリスマスにはクラブから

支援金を贈っています。17:20～風見鶏の館と大丸

前～栄光教会まで 2 コースでキャロリングし、 
 18 時～1 時間は温かい飲み物とスナックでの「ほ

っとタイム」、19 時半からは「祈りと祝福の時」、

カトリック六甲教会片柳神父のメッセージです。 
＊12 月 25 日(水)17 時半～ 神戸真生塾クリスマス

祝会です。夏に伺った児童養護施設の子どもたち

による歌と劇は普段やんちゃな子どもたちの素晴

らしい発表会です。クラブからお祝金を贈ります。 



＊会計よりお願い。 
本年度クラブ会費納入遅れている方は至急お願い

します。1 月から後期です。あわせてよろしくお

願いします。クラブ会費はクラブ運営の基本です。 
クラブファンドとしてのじゃがいも代金は 12 月

中に橋本委員長まで。新たな柿菓子もよろしく！ 
＊使用済切手は 2 月 TOF 例会にて整理しますが、そ

れまでに各自収集と整理をお願いします。 
＊缶飲料のふたのリングプルは DBC 東京むかでク

ラブのファンドで車椅子購入に充てられています。

12 月 12 日の DBC ナイトで預けますので、ご持参

下さい。 
＜理事通信から抜粋＞ 

＊フィリピン台風 30 号被害緊急救援募金の依頼が

ありました。第 1 例会にて検討します。 
＊次年度における次期理事候補者として、阪和部泉

北クラブの遠藤通寛ﾜｲｽﾞが指名されました。 
＊次期における次期国際会長選挙が告示され、我々

の所属するアジアエリアから、元アジア会長とし

てお働き頂いた東南アジア区バンコククラブの

Wichian Boonmapajorn ﾜｲｽﾞが、立候補されてい

ます。クラブ会長のみに選挙権があります。 
＊西日本区事務所は、12月28日～1月5日まで、年末

年始休みます。 
                       

神戸ＹＭＣＡマンスリーレポート 
１．第 16 回チャリティーラン、開催 

 去る 11 月 4 日（祝・月）に神戸 YMCA チャリ

ティーランがしあわせの村で開催され、無事に大

きな成果を得て終了しました。今年度の参加チー

ムは 233 チーム、ランナーは 964 名、ボランティ

アは 298 名、観客数は 1500 名の総勢 2762 名が集

った大会となりました。現在のところ、収入総額

は、2,415,292 円（11 月 4 日現在）となっていま

すが、金額にかかわらず、大きな成果があったこ

とをご報告いたします。ボランティアの皆さんに

心から感謝いたします。 
２．YMCA セミナー、沢 知恵さんコンサート開催 

 ミッション委員会主催の「YMCAセミナー」が、

去る 11 月 9 日（土）に神戸栄光教会において、「沢 

知恵チャペル・コンサート」として開催されまし

た。今回は参加者が元気になるようにと「本当の

優しさと希望を」という副題がついたコンサート

でした。また、この会のために多くの献金がが寄

せられていて、このことにも感謝いたします。 
 

３．脇浜新会館、名称決定！起工式挙行！ 

 中央区脇浜 2 丁目に建設する新しい会館を今ま

では「（仮称）灘ブランチ」という表現で呼んで

いましたが、正式名称として「神戸 YMCA ファミ

リーウエルネスセンター」と決定しました。その

起工・安全祈願式が、去る 11 月 15 日（金）に現

地にて開催。来年 7 月末の竣工まで、安全に工事

が進み、予定通りすばらしい建物が建ちあがるこ

とを祈っています。 
４．フィリピン台風 30 号被災について 

 11 月 8 日（金）にフィリピン中部を襲った台風

30 号の被害は想像を絶するもので、現在、アジア

太平洋 YMCA 同盟（APAY)やフィリピン Y 同盟

から緊急募金の呼びかけがなされていると共に、

現地の最新情報に基づいて、緊急支援がなされよ

うとしています。神戸 YMCA も募金活動開始です。 
５．ユースプラザ、スイーツコンテスト、開催 

去る 11 月 10 日（日）、ユースプラザ KOBE 
EAST において、第 2 回目のユースによる神戸ス

イーツコンテストが行なわれ、昨年より大変多い

応募者を得て、また書類選考された当日参加者も

高いレベルのスィーツを披露してくださり、とて

も高い評価を受ける催しとなりました。 
６．今後の予定    
1)  宝塚市民クリスマス 「キャロルを歌う夕べ」 

   日時：12 月 13 日（金）午後 6:30～8:30 
場所：宝塚ベガホール（阪急宝塚線清荒神駅前） 

2) 第 55 回神戸市民クリスマス 
日時：12 月 20 日（金）午後 5:20～キャロリン

グ、7:30～礼拝 
場所：神戸栄光教会 

（水野雄二記） 


