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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７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」 

7 月強調月間 (Kick-off EMC-C) 
ＭＣのＣは Conservation。クラブの健全な運営をチェックして、メンバーの満足度を高め、

入会者の目線で魅力のあるクラブづくりをめざしましょう！ 
為国光俊 ＥＭＣ事業主任（京都パレスクラブ) 

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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、坂本庸秀連絡主事宛 
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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.

《 2013 年７月の聖句 》 
 

＜だれも、新しいぶどう酒を古い革袋に入れたりはしない。そんなことをすれば、新しいぶどう酒は

革袋を破って流れ出し、革袋もダメになる。新しいぶどう酒は、新しい革袋に入れねばならない。ま

た、古いぶどう酒を飲めば、だれも新しいものを欲しがらない。『古いものの方がよい』というのであ

る。＞（ガラテヤの信徒への手紙 6：8‐9） 
Y’s の新年度が始まりました。新しい体制で新たな歩みをしましょう。（Rev. Y） 

＜７月第 1 新年度キックオフ例会＞ 
『親睦、学び、そして祈り』佐野会長のスタートです。

新入会員を迎えての入会式と、新年度方針と予算、活

動計画、役割体制を確認します。 
 

記 
日 時：2013 年 7 月 11 日（木）19：00～21：00 
場 所：グリーンヒルホテル神戸 
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ：鈴木誠也ﾜｲｽﾞ 
開会点鐘：佐野 睦会長 
ワイズソング/聖句/祈祷/ 
会長引継式/バッジ着装 
西澤他喜衛氏入会式：司式・佐野会長、 

立会・山田六甲部部長、小野 EMC 事業主査

クラブ事業方針・予算、活動計画、役割体制確認 
今月の誕生者お祝い、諸連絡、今月のうた 
閉会点鐘：佐野会長 

＜6月出席状況＞  出席率：88.3 % 
(出席総数) 15 /17(出席率対象会員数) 
出席数：メン 15､ メイクアップ0､ 広義会員0､ 
メネット 3､ゲスト 1､ビジター 1  計20名 

今後の予定 
＜7 月第 1 例会＞ 
  7 月 11 日(木)19：00～ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 
＜六甲部第 1 回評議会＞ 

7 月 13 日（土）神戸大学・深江ｷｬﾝﾊﾟｽ 
＜7 月第 2 例会＞ 
  7 月 25 日（木）19:00～ YMCA 会議室 
＜8 月第 1 例会＞ 
 8 月 8 日（木）19:00～ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 
＜東京むかでクラブ野尻ﾌｧﾐﾘｰｷｬﾝﾌﾟ＞ 
 8 月 17～19 日 東京 YMCA 野尻ｷｬﾝﾌﾟ場 
＜8 月第 2 例会＞ 
  8 月 22 日（木）19:00～ YMCA 会議室 
＜神戸真生塾納涼大会＞ 
 8 月 24 日（土）17:00～ 

＜7 月のお誕生者＞ 
1 日  山崎往夫ﾜｲｽﾞ   2 日 廣瀨献児ﾜｲｽﾞ

＜現在のファンド・累計＞ 
          6月      累計 
ニコニコ     1,000円    146,158円 
物品販売     7,913円    47,549円 



会長メッセージ 「神戸ポート丸 出航」 

佐野 睦 

2013-2014 年度のスタートです。今期この「神戸ポート丸」のキャプテンを務めさせていただきます

佐野睦です。 
2009 年 11 月に山崎ﾜｲｽﾞに誘われ初めて例会に出席させていただき 2010 年 2 月に入会式を無事（？）

済ませ､まだ 3 年 4 ヶ月しか経っていない私が「神戸ポート丸」のキャプテンに・・・なんと恐ろしい

ことでしょう！！このクラブの皆様は冒険好きな方ばかりだと思います。が、しかしもう止まることは

出来ません。私は皆様が居てバックアップしていただけることにとても感謝をしています。 
｢親睦、学び、そして祈り｣このテーマを皆様と共に実践しこの 1 年の航海中に飽きることなく楽しく

交わり､意義のある学びの時を持ち､自分も含めて人のために祈れる心の余裕を皆様と共に持てるワイ

ズマンに成長することによって｢神戸ポート丸っておもろいところやで｣と若い方々にアピール出来る

クラブ作りを皆様と共に一緒に目指したいと思います。力不足な面が多々有ると思いますがこの 1 年宜

しくお願い致します。 
 

＜６月第 1例会報告＞ 

６月 13 日(木)19:00～21:00 須磨・潮濤荘 

17：30～ BF 使用済み切手整理作業 

8 名にておしゃべりしながらの作業 

出席：ワイズ 15、ﾒﾈｯﾄ 3、ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1、ｹﾞｽﾄ 1 合計 20 名 

ドライバー：丹羽和子ﾜｲｽﾞ 

挨拶と点鐘：山田会長、海開きの近い須磨海岸にようこそ。 

聖句、祈祷：山崎ﾜｲｽﾞ 2 名のゲストを迎えて、楽しい時

を持てることに感謝し、地域への奉仕等メンバーが元気で

例会に集えるように祈ります。 

ゲスト紹介：甲東教会の牧師西澤他喜衛さんは先月に続い

て出席され 7 月入会予定。DBC むかでクラブの森本ﾜｲｽﾞは 

全国のＪＲ駅と国内飛行場を走破中。山田会長が先月東京

むかでクラブの例会に出席してお誘いした。 

佐野次期会

長により乾

杯、新しい

年に 1 名参

加、喜ばし

いことです。

今年もガン

バろう！ 

丹羽和子ド

ライバーより神戸ポートクラブチャーター時の経緯が書

かれた「日本ワイズメン運動 70 年史」336 ページの朗読が

あった。「国際理解と地域奉仕にひと味違ったものを探る

クラブが誕生した。」とある。神戸ポートクラブのバナー、

緑の六甲山をバックに紺碧の海に浮かぶ船になぞらえて

各ﾜｲｽﾞ、ﾒﾈｯﾄ、ﾋﾞｼﾞﾀｰおよびｹﾞｽﾄが好きな色を理由と共に

発表することを提案した。 

佐野次期会長：青い海に出航したい、まっすぐ進むよう、

みなさんのご協力をお願いします。 

大野ﾜｲｽﾞ：顔は白い、34 年同じ仕事で黒くなった。白と黒

が好き、いつも子どもと一緒で、気持ちは若者です。 

廣瀨献児ﾜｲｽﾞ：新緑、新婚で若葉マークです。新しい一年

も頑張りたい。 

水野ﾜｲｽﾞ：還暦を迎えた。赤と青、どんな色にも変化しま

す。武田寿子会長が退任されて、中道さんが引き継がれま

す。感謝！ 

齋藤ﾜｲｽﾞ：同志社のスクールカラー、パープル。歌うこと

と、皆さんに会うことで。元気になります。 

山崎ﾜｲｽﾞ：グリーンが好き、ＫＬでは好ましくない色のよ

うでした。昼は 35 度夜は 25 度と、変化の激しい国でした

が、元気に過ごしました。 

橋本ﾜｲｽﾞ：海の色青が好き、7 年目です、楽しいクラブに

しましょう。名古屋の西日本区大会では楽しみます。 

大野智恵ﾒﾈｯﾄ：バラ色ローズが好き、これからも無理をし

ない程度に夫を支え、自分も楽しみます。 

石坂特別ﾒﾈｯﾄ：太陽のごとく燃える色赤、神戸クラブ以来

の参加、今も町づくりボランティアで活動中。5 月に長野

の石坂家の墓に納骨してきました。お寺なのでナムアミダ

ブツを 3回唱えるように言われ、アーメンと同居です。 

佐野ﾒﾈｯﾄ：緑が好き、次期には会長メネットとしてイエロ

ーマークになるかも知れません。 

郡ﾜｲｽﾞ：紫は高貴な色です。真紅の薔薇色が好きです。 

佐野会長をサポートしていきます。よろしく！ 

森ﾜｲｽﾞ：緑→爽

やかな水色、6

月から神戸大

学の職員とし

て、YMCA で習っ

たボランティ

アワークを学

生たちと共に



働く活動をしていきます。ﾜｲｽﾞがきっかけの転職です。 

小田ﾜｲｽﾞ：忘れてたまるか 3.11 の東日本区大会に参加し

てきた。負けてたまるかと言いたい。若い人たちの応援団

になる。日本人をやめて、アジア人、地球人になった。色

は土色。 

坂本ﾜｲｽﾞ：色はコバルトブルーとホワイト、今年は忙しい

年になるよと、言われたがその通りになって、楽しい。 

山田ﾜｲｽﾞ：2 年会長と言われて、無理だと行ったら部長に

なった。支えてくれる人が会員以外に他のクラブにもいる

ことが分かった。それには他クラブにもどんどん出かける

ことだ。先輩にも沢山仕事を押し付けたがついて来てくれ

た。ありがとうございます。好きな色エメラルドグリーン。 

鈴木ﾜｲｽﾞ：青、海の色。丹羽さんが読んでくれた文章は、

廣島さんが書いて下さいました。時々はチャーター時を思

い出すことも大事です。 

廣瀨頼子ﾜｲｽﾞ：赤、特に深みのある赤。丁寧に磨いてより

深い色を出していきたい。大学の勤務も無事 1 年守られ、

これからも何事にも全力でチャレンジをモットーとして

頑張りたい。 

森本ﾜｲｽﾞ（東京むかで）：神戸が好き、JR は全部乗った。

むかでは野尻キャンプ場の青色―湖の色と合う緑、水の中

では濃いみどりになる。12 月にも例会に来るよ！ 

西澤他喜衛さん（入会候補）：青色、黄色イエローカード

が出ないようにしたい。自分は迎え入れるばかりの仕事で

したが、60 を過ぎて自分が迎え入れられるご縁を大事にし

たい。よろしく。 

丹羽和子ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ：あなたは何色ですか？は本当に面白い。

ウィットと表現力がいるもので、ポートに求められるもの

です。 

今月の歌は「夏は来ぬ」合唱。   （齋藤 記） 

 

＜６月第 2 例会報告＞ 
日時：2013 年 6 月 27 日(木)19：00～21：00 
場所：神戸 YMCA 第２会議室 
出席：大野、小田、齋藤、坂本、佐野、鈴木､ 

廣瀨献児、廣瀨頼子、森、山崎、山田、11 名  
1)5 月出席率確認：(第 1 例会出席 15+ﾒｲｸｱｯﾌﾟ０÷17
＝15/17＝88.3 ％ 

2)今後のスケジュール､出席者確認､調整  
・7 月第 1 例会  7 月 11 日（木） 
・六甲部第 1 回評議会 7 月 13 日（土） 
・7 月第 2 例会  7 月 25 日（木） 
・8 月第 1 例会  8 月 8 日（木） 
・東京むかでクラブ特別例会 8 月 17～19 日 
・神戸真生塾納涼大会 8 月 24 日（土） 
・8 月第 2 例会  8 月 22 日（木） 

3）7 月第 1 例会： 
・新年度キックオフ、会長引継式、 
・西澤他喜衛さん入会式 
・新年度クラブ事業方針・予算、活動計画、 

役割体制確認 
4）評議会議決権出席者：佐野会長、森副会長、 

齋藤書記、小田会計 
5）山田次期六甲部長としての六甲部部会の内容につ

いて提案された原案について検討した。 
6）佐野次期クラブ会長より主題、活動方針、役割体

制、年間計画の説明を受け、小田会計より会計報

告と次期予算の提案を受けた。7 月第 1 例会にて

詳細を報告する。        （鈴木 記） 
  2013-14 神戸ポートクラブ役割体制 

役割 メンバ 備考 
会長 佐野 睦  新任 
副会長 森 恭子 

廣瀨 献児 
 次期会長 
 次次期会長 

書記 鈴木 誠也  留任､書記委員長 
 西日本区財政監事 
 西日本区奈良傳賞資格 
審査委員会 委員 

〃 齊藤 勲  留任 
会計 小田 浩  留任、会計委員長 

〃 丹羽 和子  留任 
監事 山崎 往夫  留任 
連絡主事 坂本 庸秀  留任 
直前会長 山田 滋己  六甲部長 
Y サ･ユース 森 恭子  留任  

 Y サ･ユース委員長 
〃 廣瀨 頼子  留任 

地域奉仕 郡 美恵子  留任､地域奉仕委員長 
EMC 廣瀨 頼子  新任 

 ユースからの入会者 
 を発掘 

ファンド 橋本 忠男  留任､ファンド委員長 

 大野 勉  新任 

交流 山崎 往夫  留任､交流委員長 
 IBC 
 海外との交流をメイン 
 六甲部会計 

〃 齊藤 勲  留任､六甲部を中心に 
 国内との交流をメイン 

〃 小田 浩  新任､海外（主にアジア方
面）との交流 

広報･ブリテ
ン 

廣瀨 献児  新任､ 
 広報･ブリテン委員長 

〃 細見 俊雄  留任 
広報･HP 大野 勉  留任､HomePage 更新 

 新設 
 六甲部書記 

メネット連絡 大野 智恵  留任 
プログラム 鈴木 誠也  留任   

 プログラム委員長 
〃 水野 雄二  留任 

メール委員 森 恭子  新任  メール委員長 
   〃 佐野 睦  新任 

 



＜第 16 回西日本区大会に参加して＞ 
6 月 22 日（土）9 時からは 12－13 年度第 4 回役員

会と 13－14 年度の第 2 回準備役員会が、10 時半か

らは全てのクラブ会長と 2 年分の部長による代議員

会が開催され、多くの議案が次々と承認されました。 
13 時からは名古屋能楽堂で、いよいよ大会のバナ

ーセレモニー開始。部長に続いてクラブ会長が次々

とクラブバナーをアピールして登場、能楽堂の舞台

に上がるには足袋をはかないと許されない為、滑り

やすくスポットライトを浴びて緊張した会長が続き

ました。参加者全員は入れず座席指定でしたが内容

は厳粛で素晴らしい進行でした。来賓の挨拶では河

村たかし名古屋市長の名古屋弁による減税を進めた

名古屋市とお城の楽しい

お話は喝采でした。 
メモリアルアワーでは

故石坂哲郎ﾜｲｽﾞが紹介さ

れ、改めてその足跡を偲び

ました。代議員会報告では

2015 年のアジア地域大会

を西日本区で受けることになり京都パレスクラブが

ホスト役を引き受けて下さったことが大きなことで

した。部長報告の六甲部 上野部長は、5 分の持ち

時間を写真をたっぷり使って見事な報告でした。能

楽堂でのアトラクションでは詳しい解説付きで本物

の「狂言」を鑑賞

することができま

した。珍しい貴重

な体験でした。 
ホテルに移動し

ての夕食懇親会は、

800 人以上の着席

パーティーで、テーブルからテーブルへの交流風景

があちこちで見られました。物品販売は会場の中に

セットされた為、やりやすかったのですが、食事中

は売れ行きが悪く、皆さんの酔いが回ったところで、

移動販売に転じて、今回持参した瓦せんべいは完売

できました。残りは六甲部評議会で販売します。ド

アプライズの高額な賞品には驚きましたが、ほとん

どがスポンサーからの寄贈を受けたものとか。 
 翌朝は聖日礼拝から始まり、事業主任報告と表彰。 
理事引継式は、15 年に渡って立会人の重責を担って

頂いた森田元理事夫妻に代わって元理事同志の吉

本・佐藤夫妻によって厳粛に進められました。高瀬

新理事の若くはつらつとした所信表明は好感を持っ

て受け止められました。今回で引退のはずであった

鈴木は財政監事をもう一年続けることになりました。 
今回の名古屋開催は全てに渡って実行委員会の熱

い故成瀬理事への思いによる素晴らしいパワー一杯

の大会になりました。ポートクラブからの参加者は、 
大野、小田、齋藤、鈴木、橋本、山崎、山田夫妻の 
8 名でした。      （齋藤・鈴木 記） 
 
＜2013-14 六甲部 第 1 回 評議会&EMC 研修会＞ 
日時：2013/7/13(土) 13:00～19:00 
場所：神戸大学 海事科学部(深江キャンパス) 
評議会に併せて EMC 研修会､六甲部 8 クラブ納涼懇

親交流会を開催します。部分参加も可能です。ぜひ、

多くの皆様でふるってご出席下さい。 (山田 記) 
 
＜DBC 東京むかでクラブとの交流＞ 

5月末～6月中旬にかけて､DBC東京むかでクラブ

メンバーとの交流の機会が 3 回も持てました。例年､

東京むかでクラブ 8 月特別例会(於東京 YMCA 野尻

キャンプ)と当クラブクリスマス例会の 2 回が殆どだ

ったが､ここ 1 年は､その他の機会も活かして交流が

出来ています｡お互いに出張旅行の時間を工夫して

訪問の機会ができました。DBC 活動の大切さを改め

て実感できて感謝で

す｡ また､6/13(木) 
当クラブ 第 1 例会

の 須磨･潮濤荘には

森本ﾜｲｽﾞが参加して

下さいました。(第 1
例会報告を参照)｡  
   (山田 記)     

【写真上】5/31(金)JR 東京駅 酒坊日本盛にて｡右よ

り伊丹副会長､森本ﾜ

ｲｽﾞ､櫻井ﾜｲｽﾞ､神保

会長､山田。 
【写真左】 6/9(日) 
舞子ビラにて、左よ

り､橋本ﾜｲｽﾞ､伊丹副

会長､山田ﾒﾈｯﾄ､山田。 
 

神戸 YMCA マンスリーレポート 
定期総会、開催 
 去る 5 月 31 日（月）に神戸キリスト教青年会総会

が開催され、2012 年度活動報告と 2013 年度計画の

報告がなされましたが、その中で、5 月で退任され

た武田寿子会長に「名誉理事証」を贈り、新たに中

道基夫新会長が紹介されました。 （水野 記） 


