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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 2 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」 
2 月強調月間(TOF・CS・FF) 

できることから始めましょう。TOF・FF あなたの献金がいのちを助けます。 
笠井俊明 地域奉仕・環境事業主任(京都トップスクラブ) 

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＴＯＦ例会として 1,0 00 円を集めます。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

《 2 月の聖句 》 
「さて、イエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。『貧しい人々は、幸いである、神の国はあなた方のもの 
である。』」    ルカによる福音書 6 章 20 節  
  マタイはこう言います。「心の貧しい人々は、幸いである、天の国はその人たちのものである。」  
マタイのイエスは山の上に座って語り、ルカのイエスは平地に立って、人々に語っています。異なる目線と、 
同じ目線、聖書の語り手はそれぞれの視点、目線で聞き手に向かって語ります。それが聖書の多様性であり、 
人間と世界に対する理解の幅の広さを表してくれているのでしょうか。それとも、問いかけられているので 
しょうか。    丹羽和子 

＜2 月 TOF 例会＞ 

2 月は(TOF)断食の月です。おいしい料理は出ません。お弁当

を食べながら、神戸 YMCA の東日本大震災支援状況を水野さ

んから報告頂き、ポートクラブの地域奉仕・環境事業と、25
周年事業と今後について話し合います。 

      ＜記＞ 
日 時：2013 年 2 月 14 日(木)19：00～21：00 
場 所：神戸 YMCA 4 階 第 2 会議室 
内 容：＜ポートクラブの未来を考える＞ 
① 3 月 2 日コンサートについて②地域奉仕・環境事業  
③クラブ 25 周年事業に就いて ④その他 
/聖句/祈祷/ゲスト紹介/今月の誕生者および諸連絡 

*TOF 例会として 1,000 円を負担して頂き弁当代との差額を

TOF 献金に加えます。出欠を坂本連絡主事に届けて下さい。

・1・2 月の誕生者お祝い及び諸連絡 
・閉会点鐘：山田滋己会長  

＜1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 12、 メイクアップ2、 広義会員0、
メネット 2、ゲスト 0、ビジター 2  計18名 

今後の予定 
＜2 月 TOF 第 1 例会＞ 
  2 月 14 日(木)19：00～神戸 YMCA 会議室 
＜2 月第 2 例会＞ 
  2 月 28 日(木)19：00～ 神戸 YMCA 4 階 
＜六甲部ﾁｬﾘﾃｨｰボウル＞ 
  3 月 2 日(土)12:00-15:00 神戸六甲ﾎﾞｳﾙ 
＜平和を創り出すコンサート＞ 
  3 月 2 日(土)16:00～  

日本聖公会 神戸聖ミカエル教会 
＜3 月第 1 例会＞ 
  3 月 14 日(木)19：00～ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 
＜西日本区次期会長主査研修会＞ 
 3 月 9―10 日 チサンホテル新大阪 

＜1・2 月のお誕生者＞ 
1 月 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 

2 月 7 日 佐野恵美ﾒﾈｯﾄ   26 日 木村暁美ﾜｲｽﾞ

＜現在のファンド・累計＞ 
         1月       累計 
ニコニコ        0円    131,158円 
物品販売         0円     39,636円 
献金積立         0円    90,000円 



＜会長メッセージ「2 月を迎えて」＞ 
山田 滋己 

  2 月に入りました。1 月は移動例会で有馬温泉へ、その頃はあまり予想していませんでしたが、地域による

ものの、何度も雪が降り、寒い寒いと言っていたことが、ついこの間です。我々ワイズメンズクラブでは、

半期を折り返して 1 か月が経過したことになり、次期への準備が徐々に忙しくなって行きます。寒いながら

も、春を待ち遠しく感じ、前へ向かって進んでいくことが何より楽しみになります。 
  一方で、2 月は TOF の強化月間になります。断食(と言いいますか素食)を通じて、出来るだけ献金をした

いと思います。その意味で、通常の食事にはしない、スピーカーもクラブ内のメンバーから人選します。こ

のことは、逆にクラブメンバー相互に人となりをさらに理解することにもなります。 
  メンバー皆でわきあいあい、つつましやかな人も、いつも笑顔で、これが我がポートクラブのスタイルで

あり、会長としても望んでいる一番のことでもあります。 
  TOF を皆で学び、皆で相互理解する、これを通じて献金もする、ある意味一年の例会の内でも“とても楽

しみな例会”にしたいと思います。 
 
＜1 月新年移動例会報告＞ 
1 月 6 日(日) 有馬温泉・泉郷荘 
第 1 部：15:00～ 使用済み切手整理作業、恒例行事で、

手を動かしながらのおしゃべりは楽しく、作業も完了。 
第 2 部：18:00～ 新年第 1 例会、ドライバー齋藤ﾜｲｽﾞ 
出席：メン 12 名、メネット 2、ビジター2(神戸西・加

茂周治ﾜｲｽﾞ、京都パレス・人見晃弘ﾜｲｽﾞ) 
開会点鐘は山田ﾜｲｽﾞ、有馬温泉での新年例会、今年も元

気に楽しく前進しよう。駅前太閤橋近く景色もよく、大

きなお風呂は抜群、安くて素晴らしい会場を山田会長の

お骨折りによって与えられて感謝！お酒と食事が進み

話も多岐にわたりました。 新年の抱負は以下の通り！ 
廣瀬献児・頼子両ﾜｲｽﾞ：結婚 1 年目、YMCA で出会っ

た二人、体力をつけて、水泳と中国語を学びたい。い

ろんなボランティアに挑戦したい。 
大野勉：本年は 100 キロマラソンを完走したい。大船渡

～宮古へ走る予定、練習をして体力をつけたい。 
大野智恵(ﾒﾈｯﾄ)：旅行と散歩 
山田貴子(ﾒﾈｯﾄ)：元気で今年一年も過ごしたい。 
郡美恵子：アルコールなしで健康を保つ、6kg 減量達成。 
水野雄二：還暦、バーベル挙げてみたい。スキーも。 
人見晃弘(京都ﾊﾟﾚｽ)本日切手切り作業を学んだ。山田会

長に誘われ学ぶことも多いので、活動に生かしたい。 
細見俊雄：家ではこんなにおいしい食事はない、酒さえ

あれば満足。 
森恭子：放射能のことをもっと学びたい。主査としてＹ

Ｙﾌｫｰﾗﾑ準備中、ワイズの輝く姿、経験を広めたい。 
鈴木誠也：69 才古希を迎え、西日本区の役割は終わる

が、区からの情報をクラブに生かしたい。 
山田滋己：会長の後は部長として続けて頑張る。皆さま

のご協力をよろしく。 
小田浩：ワイズで知り合った出会いを大切にしたい。イ 
ンドネシア語を学びに行ってきます。テレマカシ。 

加茂周治(神戸西)：5 月で 75 才、「馬には乗ってみよ、

人には添ってみよ」ワイズの出会いは大事にしたい。 
橋本忠男：兄丹羽武夫は 70 才で亡くなった、体重を減

らしてもう少し頑張りたい、ヘルスクラブ入会予定。 
齋藤勲：読書を続けているが、最近は宮本輝著「水のか

たち」に感銘を受けた。コーラスは続けたい。   
以上、ありがとうございました。 

新年例会は会場を移動して温泉にゆっくりつかりなが

ら、おいしいご馳走をいただきました。伝統の切手整理

作業も楽しくおしゃべり出来ました。日帰りの方、朝出

勤者には大変でしたが、そんな方でも参加できる有馬温

泉は神戸市内なのです。ゆっくり組はのんびり出来まし

た。こんなに近いのでまたやりたいものですね。(齋藤記) 

  

 
切手切り、食事、懇親のひととき 

 
＜ＹＹフォーラム＞ 
日時：1 月 12 日(土)13 時～17 時 
場所：神戸 YMCA 三宮会館、チャペルと教室 
例年通り神戸ＹＭＣＡとワイズ六甲部共催で行われ、 
YMCA はユース委員会、六甲部からは我が森恭子ﾜｲｽﾞ 
が、Ｙサ・ユース事業主査として準備された。「個性の 
伝道師たちがやってくる」をテーマに、�遊び �仕事 
�国際 �社会 �教育という 5 グループに分かれて 
ワイズとユースが楽しく話し合った。森恭子主査より講 



評あり、「ワイズの力を生かして交流を深めたい、との 
想いで企画されたが、多くの参加者を得て年代の差を超 
えて考え合うことが出来たことの意義は大きい。自由に 
考えられる楽しい場を今後も作っていきたい。」と。 
森恭子事業主査他クラブより 9 名参加、有意義なＹサ・

ユース事業となった。 (齋藤記) 
 
＜1 月第 2 例会記録＞ 
日時：2013 年 1 月 24 日(木)19：00～21：00 
場所：神戸 YMCA502 号室 
出席：大野、郡、齋藤、坂本、鈴木、丹羽、廣瀬、

山田、8 名 
1)1 月出席率：(第 1 例会出席 12+第 2 例会メイク

アップ 2 名)÷17＝14/17＝82.4％ 
1 月欠席者：佐野、民谷、山崎、3 名 

2)2 月 14 日(木)TOF 例会は、会場を YMCA  4 階

会議室、当日参加費は 1,000 円、食事は 500 円

程度の弁当として差額の 1,000 円は TOF 献金 
に加える。TOF 他地域奉仕に関するメンバー 
スピーチとする。 

3) 12月第2例会確認のように石坂和子さんを特別 
メネットとして登録し、本クラブの半年報登録 
は正会員 17 名、連絡主事 1 名、特別メネット   
1 名として報告した。 

4)西日本区への献金は、各自から集めた 5 千円の 
18 人分合計 9 万円+ニコニコ献金をこれに充て 
ることを承認した。2 月 15 日に送金する。 

5)平和を創り出すコンサートの件 
 日時：3 月 2 日 16 時～18 時、 
 場所：日本聖公会 聖ミカエル教会、 

出演：Ding Dong Ringers (YMCA ﾊﾝﾄﾞﾍﾞﾙｸﾞﾙｰ
ﾌﾟ) 

入場料：大人 1,000 円、小学生以下無料 
主催：神戸ポートワイズメンズクラブ   
協賛：神戸 YMCA・日本聖公会聖ミカエル教会 
チラシ、チケットは、YMCA にて印刷、ﾅﾝﾊﾞｰﾘ

ﾝｸﾞを打って発行する。 
ポートメンバーには 1 人 10 枚、六甲部各クラブ

会長には 10 枚づつ預ける。協賛 2 団体と出演グ

ループにはチケットを預けて販売をお願いする。 
6)3．11．希望をつなぐ凧揚げについては、昨年の

ように YMCA 行事を応援する。 
7)1．26．廣瀬夫妻の結婚披露パーティーは 23 名

にて実施予定。 
8)大野勉ﾜｲｽﾞによる「折りづるラン」支援は、必

要経費の一部を支援金支出として承認する。 

9)山元町のイチゴ販売については詳細を確認の上、

希望者にて発注する。 
10)石坂和子さんの特別メネット会費は年間1万円

とすることを承認する。 
11)国際投票について会長より投票内容について

報告あり、了承した。 
12)山田次期六甲部部長より 2013-14 六甲部の年

間計画日程案を聞いた。     (鈴木記) 
 
＜折りづるラン in Winter 記録＞ 

2012 年末、またまた東北へ出かけました。 
第 1 の目的は仮設住宅での「もちつき」でした。 
YMCA 石巻センターのお世話で、12 月 28 日に石

巻市の渡波仮設第 2 住宅で｢もちつき｣サービスを

開催しました。神戸ポートクラブの支援として、

みなさんたい

へん喜んでい

ただきました。 
奈良昭彦氏が、

東京へのお出

かけの後に応

援に来てくださり、「揚がれ！希望の凧」キャン

ペーンの凧揚げも一緒に開催できました。もちつ

きに先だって 26 日･27 日には、宮城県気仙沼～岩

手県大船渡間の折りづるランも行いました。仙台

青葉城クラブ清水弘一ワイズには、たいへんお世

話になりました。大感謝！ 
最終目標は、岩手県

宮古です。新年も 2
月に大船渡からの

ランを計画中です。

どうぞ、ご支援よろ

しくお願いいたします。(大野ベン記) 
 
＜廣瀬献児ﾜｲｽﾞ・頼子ﾜｲｽﾞ結婚披露パーティー＞ 

1 月 26 日(土曜日)16:00～18:00、三宮ジョーシン向い

の洋食屋 神戸デュシャンで開催。 
昨年 11/23 に結婚された廣瀬献児ﾜｲｽﾞ、頼子ﾜｲｽﾞをク

ラブとしてお祝いすると共に、六甲部をはじめ、ワイズ

メンズクラブ、YMCA 関係者の方々への披露もさせて

頂きました。 
  参加各クラブの皆様から、お祝いの言葉も頂き、また

ユースメンバーの皆様にも祝福を頂きました。 
  お 2 人にとっては、夫婦としての社会的責任に加えて、

さらにワイズメンズクラブを担う自覚をさせられた？



機会であったでしょうか。会長としては、いつも 2 人の

笑顔で癒されるとともに、ワイズの宝である 2 人を我が

クラブの誇りとして、いつも一緒に活動できることを祈

念しております。 
  ご多用の中ご参加下さいました皆様、貴重な機会を共

に祝うことができ、心から感謝申し上げます。(山田記)。 
 
 
 
 
 
 
＜諸報告＞ 
＊2 回の整理作業を頑張って出来上がった使用済み切手

は、日本切手 2.33kg と外国切手 0.097kｇになり合計

1,495 円に換算され現金ポイントに加算されました。 
＊お年玉付き年賀はがき(CS 資金)の当選番号は、 

下二ケタ 29、70 です。 
CS 資金は元来この当選切手を各自周りの方から集め

て換金して CS 資金に充てること、だったのですが、 
現金の方が手っとり早いとのことから現金に頼るこ

とが増えてしまいました。今からでも当選切手を集め

られる方は CS 資金に上乗せして下さい。 
＊下半期のクラブ会費納入をお願いいたします。 
 小田会計に会えない方は三井住友銀行口座に個人名

で入金した上で会計宛電話か郵送でお知らせくださ

い。同時に YMCA 維持会費もご確認ください。 
＊第 16 回西日本区大会の案内は、郵送料節約の為

にまとめて会長宛届いています。例会にて手渡

します。申込は会長がまとめますので、ご協力

下さい。6月22日－23日名古屋市での開催です。 
＊西日本区 1 月 1 日付半年報は 1,639 名で、六甲

部は 151 名となりました。ポートクラブは昨年

は増加しましたが、今年は 1 名減のままです。

新入会員をお連れ下さい。 
＊六甲部クラブ交流ボウリング大会の案内がきま

した。3 月 2 日ポートクラブのコンサートの日

ですが、時間差で移動可能です。4 名 1 チーム

での参加者を募集します。第 2 例会にてコンサ

ート当日役割とボウリング参加者を決めます。 
＊地域奉仕・環境事業検討会が 1 月 25 日(金)笠井

俊明事業主任(京都ﾄｯﾌﾟｽ)山崎泰男事業主査(宝
塚)によって開催され、鈴木ﾜｲｽﾞが代理出席しま

した。各クラブから CS 事業紹介と、CS/TOF/FF
献金及び東日本大震災支援、ロールバックマラ

リヤ献金のアピールがありました。 
＊3月 2日“Ding Dong Ringers”による平和を創り

出すコンサートを成功させるために、チケット

販売頑張って下さい。今回は特に会場を提供し

て下さった日本聖公会神戸聖ミカエル教会が協

賛して下さり、チケットを預って下さっていま

す。また、出演して頂くハンドベル指揮の阿部

望先生も大量のチケットを預ってくださいます。

是非 300 枚以上を目標に頑張りましょう。 
 

神戸 YMCA マンスリーレポート 
１．新年を迎えて 

 1 月 4 日（金）の新年職員礼拝には中道基夫

副会長（副理事長）が奨励を担当してくださり、

新年のメッセージを伝えてくださいました。礼

拝後、「Staff of the Year 2012」の表彰を行な

いました。以下が受賞者です。 
・杉野由美子さん（カレッジ） 
・髙﨑愛子さん（西神戸ブランチ） 
・横関 舞さん（ＷＣ学園都市） 
・竹浪淳子さん（三宮ブランチ） 

２．冬期プログラム、厳冬の中、終了 
 昨年末から年始にかけて実施されていたスキ

ーキャンプや雪遊び、各種講習会などの特別プ

ログラムが終了しました。この冬は大変寒く、

雪には困らなかったのですが、担当したスタッ

フ、ボランティアリーダーの皆さんには大変ご

苦労であったと思います。感謝いたします。 
３．専門学校ホテル学科で、夢の結婚式を実現！ 

 去る 1 月 24 日（木）に専門学校ホテル学科の

学生がマネージし、オペレーションした本物の

結婚式が挙行されました。今年は何らかの事情

で挙式ができなかったカップルを公募して夢の

結婚式を挙げていただく企画が催されました。 
４．今後の予定    
  1) 特別講演会「いのちの輝き」 
   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(金城学院大学学長） 
テーマ：「いのちの輝き」 

 2) ユースリーダーと会員の集い「Ｙカフェ」 
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：講演とカフェタイム  

3) イースター早天礼拝  
日時：3 月 31 日（日）午前 7:00～8:00 
場所：東遊園地（神戸市役所南） 


