
 

 

 

 

 

第 308 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 8 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」 

８月強調月間 (Youth Activities) 

身近なユースの活動を知り、協働を図りましょう。 

正野忠之 Y サ・ユース事業主任（大阪河内クラブ) 

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
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･ｹﾞｽﾄ他出席連絡は、前々日までに坂本庸秀連絡主事宛ご連絡下さい。 
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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８月の聖句 》 

＜「平和を実現する人々は、幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。」＞ 

（マタイによる福音書 5：9） 

残念ながら私たちは平和を実現できないでいる。その道は遠く険しい。原発事故で如何に原発

が高くつくかを思い知らされているはずが、災害復興を後回しにし、「原発は安全、安上がり」と

いう神話を復活させ、海外にまで売り込もうとしている。これが今の日本の姿だ。何故原発事故

への対処法、終末処理の仕方を開発し、世界でのイニシャティヴを取れないのだろうか。知恵を

結集出来る人たちがいるはずだ。8 月は平和月間である。 （Rev. Y） 

＜8 月第 1 例会＞ 
Youth Activities の月を、Y サ・ユース事業主任

と事業主査を迎え、Y サ・ユース事業を語り合いま

しょう。YMCA ユースとの協働について考えます。

 
記 

日 時：2013 年 8 月 8 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：森 恭子ﾜｲｽﾞ 

開会点鐘：佐野 睦会長 

ワイズソング/聖句/祈祷/ 山崎往夫ﾜｲｽﾞ 

会食： 

卓話：「Y サ・ユース事業を語りませんか？」 
正野忠之 Y サ・ユース事業主任 

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 

＜７月出席状況＞  出席率：94.４ % 
(出席総数) 17 /18(出席率対象会員数) 
出席数：メン 16､ メイクアップ1､ 広義会員0､
メネット 1､ゲスト 0､ビジター 1  計19名 

今後の予定 
＜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出店＞ 
 8 月 24 日（土）17:00～ 
＜六甲部部会・メネット合同例会 

・神戸ポートクラブ 25 周年記念例会＞ 
9 月 7 日（土）クリスタルホール 

＜9 月第 1 例会＞ 
  9 月 12 日(木)19：00～ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸

＜８月のお誕生者＞ 
20 日 西澤他喜衛ﾜｲｽﾞ  30 日  廣瀨頼子ﾜｲｽﾞ  

＜現在のファンド・累計＞ 
           ７月       累計 

ニコニコ     2,000円      2,000円 
物品販売    23,313円    23,313円 



会長メッセージ 「暑い！！！」 

佐野 睦 

ここ数年の夏の暑い事、外に出る事が多い仕事なので立っているだけで汗が出てきます。 

私達が小さい頃の夏ってこんなに暑かったのかなと最近よく考えます。 

まず最初に思った事が｢家にクーラーって有ったっけ？｣という事を思いました。クーラーの 

ある家なんて｢お金持ち!!｣って感じでした。でもいつの間にか我が家にもクーラーがあった 

ような気がします。またクーラー付きの車なんてすごい高級車のように思えました。でも 

今はどうでしょう？家にクーラーって当たり前(？)車にクーラーって常識、昔はクーラーの 

付いてる車を探すのは至難の業でしたが今は逆にクーラーのない車を探す方が難しいです。 

そんな時代の中で快適(？)に生活している私達ですがその気持ちの良いクーラーが地球温暖化 

の一部の原因になっているのです。分かっているのですが､この私のグラマラスなボディーを 

この暑さの中で持ちこたえる為にはクーラーが必要なんです｡でも｢地球温暖化が｣と思うと 

どうしたら気持ちよく過ごせるのかを考えると痩せる思いで毎日を過ごしています。 

外出される事が多い皆様､熱中症対策を万全にしてこの暑い夏を乗り切って下さい｡ 

 
＜７月第 1例会報告＞ 

7 月 11 日(木)19:00～21:00 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 
出席：ﾜｲｽﾞ 16、ﾒﾈｯﾄ 1、ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1、ｹﾞｽﾄ０ 合計 18 名 

ドライバー：鈴木誠也ﾜｲｽﾞ 

挨拶と点鐘：佐野会長、13-14 年度キックオフ例会宣言 

会長引継式：山崎ﾜｲｽﾞ司式により山田直前会長に感謝と、

佐野新会長就任に対して 4 つの理想を朗読され、バッ

ジの交換着装を行った。 

西澤他喜衛ﾜｲｽﾞ入会式：佐野会長の司式、山田六甲部部

長、小野ＥＭＣ事業主査の立ち会いにより、厳粛に行

われ、「入会します」と宣言、認証状授与とバッジ着

装された。 

山田滋己六甲部部長公式訪問メッセージ：上野直前部長

の方針を継承する。例会は当たり前のことをきっちり

やって頂きたい。時間は厳守し、ゲストは心から歓迎

する、きちっとした服装とバッジは着装すること等、

六甲部 8 クラブは他クラブ訪問を奨励してお互いに

学び合い、交流を深めていきたい。 

小野ＥＭＣ事業主査：ＥＭＣの原点に返り、1 人が 1 人

を呼んで来ることを全員が実行できれば 2 倍の会員

になる。私が誰かに連れて来てもらったように誰かを

連れてこよう。大切なことは、入会した以上はやめな

いこと、ワイズには定年はない。何故入会したか? 何

故やめるのかを検証したい。アンケートにご協力お願

いしたい。 

高瀬理事からの委嘱状授与：六甲部部長に山田滋己ﾜｲｽﾞ、

西日本区財政監事に鈴木誠也ﾜｲｽﾞが委嘱された。 

佐野会長：活動方針と役割分担を確認して協力を要請し

た。主題は「親睦、学び、そして祈り。」副題「若い力

を ポ ー ト

に。」他クラ

ブの例会に

もどんどん

出席しても

らい、親睦、

学び、そし

て楽しい例

会を、復興    （会長就任宣誓する佐野会長） 

の中で苦し 

んでおられ      

る方々に、

誰かの為に

1 人 1 人が

祈ることが

できるクラ

ブでありた

い。それぞ

れの役割を    （入会者西澤ﾜｲｽﾞへ認証状の授与 

よろしくお     左より小野 EMC 主査、西澤ﾜｲｽ 

願いしたい。     山田六甲部長、佐野会長） 

 

小田会計：決算状況と監事による監査報告あり、本年は

一般会計とファンド会計が良くわかるように工夫する

ことを含めて了承した。クラブとしては 2名増員目標に

より予算化した。 

事業委員長よりの抱負： 

森Ｙサ・ユース委員長：ユースを例会に呼んで来るよう

に努力したい。  



郡地域奉仕・環境事業委員長：神戸真生塾出店サービス、

じゃがいも販売、例年通り頑張ります。 

橋本ファンド委員長：じゃがいも以外もやってみる。 

山崎交流委員長：小田ﾜｲｽﾞの協力により台湾とのＩＢＣ

検討中。シアトルとの交流の為メールでの交信を深めて

いる。 

廣瀨献児広報：YMCA とワイズの関係をユースに理解さ

せたい。ワイズに参加したいユースを増やしたい。 

大野智恵メネット連絡員：9 月 7 日（土）合同メネット

会に参加しましょう。六甲部としては９月に障がい者ア

ート展を行います。障がい者によるアートを募集します。 
坂本連絡主事から YMCA 報告あり。 
今月の誕生祝いに続き、今月のうたは「たなばた」合唱。 
佐野会長による閉会点鐘       （齋藤 記） 
 
＜新入会員 西澤他喜衛ﾜｲｽﾞ紹介＞ 
阪急甲東園駅東徒歩 2 分の日本基督教団甲東教

会牧師、甲東幼稚園園長の西澤他喜衛です。1979
年甲東教会に着任以来 34 年になります。若い頃は

神戸 YMCA の青年活動に参加し、1984 年には第

1回タイワークキャンプ団長として参加しました。

40 歳頃から約 20 年間は教団、教区の役職や 1995
年大震災の支援活動等で YMCA 活動からは離れ

ていましたが、最近宝塚クラブからお誘いを受け

たのですが、定例会が水曜日とのことで、教会の

祈祷会の為お断りしていましたら、木曜日の神戸

ポートクラブに山崎さん、佐野さんからのお誘い

を受けて、再び青年に戻ったつもりで、入会を決

断致しました。現役牧師で課題山積の中ですので、

第 1 例会以外の出席が難しいかも知れませんが、

新米の（老）青年をお導き下さい。よろしくお願

いします。 
＜７月第 2 例会報告＞ 
日時：2013 年 7 月 25 日(木)19：00～21：00 
場所：神戸 YMCA 第２会議室 
出席：大野、齋藤、坂本、佐野、鈴木､民谷、水野、 

山崎、山田、9 名  
1)7月出席率確認：(第 1例会出席 16+ﾒｲｸｱｯﾌﾟ 1÷18
＝94.4 ％（西澤ﾜｲｽﾞ入会、木村ﾜｲｽﾞ広義会員） 

2)今後のスケジュール､出席者確認､調整  
・8 月第 1 例会 8 月 8 日（木）19:00～ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃ

ﾙ 
・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 
・神戸真生塾納涼大会出店 8 月 24 日（土）17:00 
・六甲部部会・ポートクラブ 25 周年記念例会 

９月 7 日（土）クリスタルホール 
・9 月は 25 周年記念例会を第 1 例会とし、定例の

第 2 木曜日はなしとする。 
3）8 月第 1 例会： 

Y サ・ユース事業主任と事業主査を迎え、Y サ・

ユース事業を語り合う。ドライバーは森恭子Ｙ

サ委員長とし、六甲部他クラブ会長に佐野会長

から呼び掛ける。 
4）8 月他の予定出欠の件 

① 8 月 17-18 日 野尻キャンプ  
山田、大野 2 名出席予定、車 1 台として

後 2 名は可能なので、有志を募ります。 
② 8 月 24 日（土）神戸真生塾 メネット含め

て 16 名出席予定、例年通り「たこ焼きと

焼きとうもろこし」を販売提供します。

16 時現地集合です。食品販売のため衛生

上エプロン、マスク、頭を覆うタオル、汗

ふきタオル等を準備してください。全ての

食材経費はクラブから提供し、さらに売上

金はすべて神戸真生塾へ献金します。 
③ 8 月は行事が多いのですが、第 1・2 例会以

外に野尻キャンプ、神戸真生塾もメイクア

ップ出席に扱いますので、出席率 100％目

指しましょう。 
④ 六甲部部会は第 1 例会とする為全員出席が

原則ですが、他の部会も出来るだけ出席を

するように奨励し、出席希望は佐野会長に

届けてください。ﾒｲｸｱｯﾌﾟ出席に扱います。 
＜西日本区他部の部会＞ 
・8/31 中部部会（金沢都ホテル・10,000 円）   
・9/1 京都部部会（ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾋﾟｱ京都 11,000 円） 
・9/14 阪和部部会（紀泉わいわいホール） 
・9/15 中西部部会（茨木ｽｶｲﾚｽﾄﾗﾝ・5,000 円） 
・9/28 西中国部部会（広島 YMCA・5,000 円） 
・9/29 九州部部会（菊南温泉・10,000 円） 
・10/5 びわこ部部会・観光船ﾋﾞｱﾝｶ・10,000 円） 
・10/12-13 瀬戸山陰部部会、1 泊、10,000 円） 

５）ポートクラブ 25 周年記念例会について 
 9 月 7 日の六甲部部会に合わせてプログラムを

するが、クラブとしては 25 周年記念ブリテン特

別号を発行することと、神戸 YMCA の三宮会

館建て替え計画を支援する為に、クラブファン

ドとして積み立ててきた金額を思い切って贈呈

したい。詳細は第 1 例会にて確認する。 
６）山田六甲部長からの提案により六甲部部会・

ポートクラブ 25 周年記念例会のプログラム内

容について検討した。 
        （鈴木 記） 



＜六甲部 第 1 回 評議会&EMC 研修会＞ 

六甲部 第 1 回 評議会が開催を開催。 
日時：7 月 13 日(土) 13:00～19:00 
場所：神戸大学 海事科学研究科 (深江キャンパス) 
第 1 部 評議会､第 2 部 EMC 研修会に続き､第 3
部では､ 8 クラブ納涼懇親交流会を実施した。参

加者は、約 55 名で、納涼懇親会では昨年度の六甲

部会で配布された歌集を使用して、クラブ毎に歌

った。六甲部の新年度は実りある、また楽しい機

会となった。    (山田 記) 
 
 
 
                                
                                

 
 

 
 
EMC 研修会 為国 EMC 事業主任の講演 

    
 ポートクラブ歌のコーナー 

 
＜他クラブ訪問＞ 
7/16(火) 神戸西クラブ 六甲部長として公式訪問 
7/24(水) 京都パレスクラブ 訪問、六甲部会アピー

ル           (山田 記) 
 
＜理事通信拾い読み＞ 
＊高瀬理事の主題「志をもって例会に参加し、学

びの機会をもちましょう」が解説されています。

ワイズでの役職者は与えられた奉仕者ですから、

気軽に声をかけてください。と、理解できまし

た。ポートクラブ 25 周年記念例会には是非お言

葉を頂きましょう。 
＊7 月 1 日付けの半年報では西日本区 86 クラブ

1,604 名となりました。前年同期比 30 名の減少

とのことです。我がポートクラブは昨年増減な

しでしたが新年度 1 名増加しました。せめて減

にならないように 20 名を目指しましょう。 
             （鈴木 記） 
 

神戸 YMCA マンスリーレポート 

１．私たちの憲法を知る集い in 神戸 YMCA 開催 
 去る 6 月 27 日（木）に国際委員会・ミッション委

員会・ユース委員会が共催して、憲法について学

び、語る会が開催され、46 名の方々が参加くださ

いました。 
２．第 31 回午餐会、開催 

 去る 7 月 6 日（土）に標記の会を開催し、30 名

の方々が参集されました。今回のテーマは「ミナ

ト神戸の宗教とコミュニティ」という、神戸の多

文化、多宗教の共存の有り様を学ぶことができま

した。講師は神戸中華教会の牧師であり、福岡女

学院大学の准教授である徐 亦猛（ジョ・イモン）

さんで、神戸 YMCA の日本語学科の卒業生でもあ

ります。徐さんは神戸における華僑の方々の伝統

文化と宗教が神戸でどのように変容し、また守ら

れているかについて興味深いお話をされました。 
３．武田寿子前会長（理事長）感謝会、開催 

 去る 7 月 6 日（土）に、ANA クラウンプラザホ

テルにおいて、武田寿子さんの感謝会が開催され、

60 名の方々が出席されました。いずれも武田さん

の親しい YMCA の関係者ばかりですが、中道新会

長のご挨拶、今井鎮雄顧問のお話で始まり、多く

の方々が武田さんを囲んで楽しい交わりの時を持

つことができました。11 年間、お疲れ様でした。

そして、ありがとうございました。 
４．海外からゲスト来神、続々 

 7 月に入り、カレッジの日本語夏期集中コース

受講のために、海外の親しい YMCA から受講生を

引率してゲストが来日しておられます。シアトル

YMCA から、台中 YMCA から、高雄 YMCA から

多くの仲間が新しい友人を連れて神戸に来てくだ

さったことに感謝したいと思います。 
５．第 27 回チャリティーワインを楽しむ会、開催 

 去る 7 月 12 日（金）に、「ワインでお洒落な暑

気払い！」というテーマで、ポートピアホテル 31
階「トランテアン」において、標記の会が開催さ

れました。これは会員活動委員会が主催してくだ

さっているイベントの一環ですが、子ども奨学金、

東日本大震災支援金として、その収益が捧げられ

ている会で、今回も多くの方々がご参加ください

ました。           （水野雄二記） 


