
 

 

 

 

 

 

 第 313 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！』  2014 年 1 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」 

1月強調月間 IBC・DBC 

地域を、部を、そして区を超えて、繋がろう！ 

伝え合おう！ワイズの魅力を！ WITH SMILE! 

上村眞智子交流事業主任（熊本ジェーンズクラブ） 

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

飲食代として各自 3,500 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 

《 2014 年 1 月の聖句 》 
＜占星術の学者たちが訪れる。以下省略。＞マタイによる福音書（2：1‐12） 
＜イエス、洗礼を受ける。以下省略。＞マタイ（3:13‐17） 
1 月 6 日は公現日または顕現日と言われる日で、イエス・キリストが公に姿を現した日、即ち、東方の博

士たちがイエスを拝し、世界に広まった日として祝われ、東方教会（ロシア、ギリシャ正教会）等では、

イエスがヨハネから洗礼を受けた日として祝われるようです。スペイン語圏の教会では 12 日間のクリスマ

スの最後の日として、プレゼントが開けられるようです。（Rev. Y） 

＜1 月合同例会＞ 
日 時：2014 年 1 月 11 日（土）18:00～20:00 

場 所：グリーンヒルホテル神戸 

ドライバー：大野 勉 （神戸ポート） 

・開会点鐘：進藤啓介（神戸） 
・挨 拶 ：山田滋己（六甲部部長） 
・ワイズソング 
・聖書朗読・祈祷：大田厚三郎（神戸西） 
・全国リーダー研修会報告：ユース （2 名） 
・スピーチ：中道基夫神戸 YMCA 理事長（神戸） 
        「 YMCA の課題と可能性」 
・会食・懇親 
・ハッピーバースデイ （神戸ポート、神戸） 
・アピールタイム 
・閉会点鐘：佐伯一丸（神戸学園都市） 

＜12月出席状況＞  出席率：84.2 % 
(出席総数) 16 /19（出席率対象会員数） 
出席数：メン 16（内ﾒｲｸｱｯﾌﾟ2、広義会員0） 

メネット0､ゲスト0､ビジター10 計26名

＜今後の予定＞ 
 
＜YY フォーラム＞ 
1 月 11 日（土）13:00～17:00 YMCA ﾁｬﾍﾟﾙ
＜1 月第 1 例会・４クラブ合同例会＞ 
1 月 11 日（土）18:00～   ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 
＜1 月第 2 例会＞ 
1 月 23 日（木）19:00～   YMCA 会議室 
＜西日本区ユースコンボケーション報告会＞ 
1 月 25 日（土）13:00～ ﾎﾃﾙｸﾗｲﾄﾝ新大阪 
＜2 月 TOF 例会＞ 
2 月 13 日（木）19:00～   YMCA 会議室 
＜2 月第 2 例会＞ 
1 月 27 日（木）19:00～   YMCA 会議室 
 

＜12 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 2,000円 123,000円 
献金積立 19,000円 81,000円 
物品販売 7,950 円 31,263 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 「あけましておめでとうございます」 

佐野 睦 

お正月は如何お過ごしでしたか？私は年末よりお正月３日までしっかり仕事をしていました。 

昨年１年を振り返ると忙しさだけが印象に残り仕事以外に何が出来たのかなと改めて考えてしまいま

した。私自身の昨年を１字で表すと｢忙｣。そのような１年でしたがワイズメンとしては年度の半分が終

わり折り返し地点です。今、その前半部分を振り返り納得のいく事が出来たのかなと自問自答をしてい

る所ですがなかなか落ち着いて振り返る時間が無く今年も昨年と同じように忙しさに追われ時間だけ

が過ぎていくような気がします。皆様も時間が許すなら一度自分の歩んできた道を振り返りこれから歩

む道の参考にされては如何ですか？ワイズの年度は残り半分ですが会長としていたらぬことばかりで

みなさまにご迷惑をおかけしますが、ヘルプのほど宜しくお願い致します。 
 

＜12月クリスマス第１例会報告＞ 

12 月 12 日（木）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、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

えと大野ベンﾜｲｽﾞによるギター演奏合唱、サンタさん登場、

お年寄りの皆さんへプレゼント。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、城井、伊丹ﾜｲｽﾞを

迎えてのDBCナイト。ビジターとして芦屋クラブ羽太会長、

桑野、柏原ﾜｲｽﾞ、五十嵐ﾒﾈｯﾄ、神戸学園都市クラブ佐伯会

長、大津ﾜｲｽﾞを迎えて開会。聖書と祈祷は山崎ﾜｲｽﾞ。 

テーブル着席スタイルでのクリスマスディナーと飲み放

題の飲み物でした。ビジ

ター３クラブからのア

ピールの後若手メンバ

ーによるゲームと大野

ベンギター合唱で楽し

みました。        

 

 

＜12 月第 2例会報告＞ 

12 月 26 日（木）19：00～20：40 

神戸ＹＭＣＡ ４Ｆ第 1会議室 

出席：小田、坂本、佐野、鈴木、橋本、森、山崎 ７名 

＊12月の出席率：本日出席ﾒｲｸｱｯﾌﾟ 2 名で 16/19 84.2％。 

＊報告：クリスマス第 1 例会、記録の通り。 
＊ブリテン 1 月号は 1 月 9 日（木）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：六甲部による 4 クラブ合同例会を 

あてる。ポートクラブはドライバー役を依頼され

ており大野勉ﾜｲｽﾞにお願いする。 
＊1 月第 2 例会は 23 日（木） 
＊2 月第 1 例会は TOF 例会として YMCA 会議室に

て 500 円弁当で BF 使用済み切手整理作業を含め

て開催する。 
＊BF 使用済み切手が少ないので、各自集めて下さい。

業者への郵送方法についてはファンド主査からの

要請は会長宛にきてないでしょうか？ 
＊BF 献金他西日本区ファンド献金について： 
 橋本委員長によって 81,000 円集められている。 

Y サ・ユース献金については 11 月振込の要請が 
あったので 36,000 円送金した。又、ﾒﾈｯﾄ献金は、 
要請に応じて例年通り 15,000 円を執行した。 
他の献金については 1 月第 2 例会にて決定する。 

＊「折りづるラン」へのクラブからの支援を次回に

決定する。 
        

＜じゃがいもファンド報告＞ 
今年度も恒例のじゃがいも販売を無事終了いたしました。 
いつもながら会員各位の多大なご努力とご尽力により、昨

年度を上回る 542 箱の販売実績となりました。更に OB 会

員である浅田、荻原、馬場金司様にはこの内 94 箱もの多

くを販売協力して頂くと共に、「いのちの電話」様にも 44
箱を原価で提供して差額を活動支援献金としてお贈りす

ることができました。毎回申し上げています通り、これら

のファンド事業はクラブからの各種の支援活動に非常に

貴重な資源になっております。みなさま方の温かいご支援

とご協力によって変わらぬ実績を上げることができまし

たことに対して、改めて厚く感謝申しあげます。来年度も



一層の販売促進を行うためには、早めからの PR 活動が大

切になりますので、今後共よろしくお願いいたします。 
本当にありがとうございました。   

（ファンド委員長 橋本忠男） 
 

＜折りづるラン 2014 スタート＞ 
東日本大震災支援の気持ちをいつまでも絶やさず、

共に支援していこうというメッセージを持って、ま

た、折りづるランを再開しました。今回は、鹿児島

～岩国間、約 550km です。 
1 月 2 日(木)11:10 鹿児島中央駅スタート、15:00 薩

摩川内駅ゴール。走行距離 52km。 
今回は、熊本む

さしクラブ田上

正ワイズとリレ

ー形式で走りま

した。一人が走

り、もう一人が

車を運転。交代

で走るのです。伸びる伸びる、走行距離。運転しな

がら休憩にもなり、食糧補給もできるのですから、

どんどん距離が伸びます。 
1 月 3 日(金)13:30 薩摩川内駅スタート、17:00 阿久

根町ゴール。走行距離 35km。午後から雨がしょぼ

しょぼ降りだしました。それでも、結構進みました。

帰りに「中山(ちゅう

ざん )温泉」入湯料

390 円(安－い！)に
浸って、その夜は田

上ﾒﾈｯﾄのご実家にて

ご馳走をいただきま

した。もちろん宿泊も。感謝！ 
1 月 4 日(土)10:00 阿久根町スタート、13:20 新水俣

駅ゴール。走行距離 30km。合計 117km。 
その後は九州自動車道の渋滞の中、およそ 11 時間か

けて帰神しました。 
九州という熱い地方をより熱く、走ることができま

した。お世話になったみなさまに感謝です。 
その他にも、いろいろトピックがあるのですが、こ

こでは書ききれません。またお話しさせてください。 
追伸 また、走った距離×100 円を募金させていただ

きます。   （大野ベン） 
 
＜国際協力・街頭募金報告＞ 
12 月 7 日・8 日、神戸 YMCA 国際委員会からの呼

びかけによる街頭募金が、六甲部会員、東日本大震

災復興支援リーダー会、スタッフと共に、行われま

した。 
【フィリピン台風 緊急支援募金】 
12 月 7 日（土）14 時～16 時 JR 芦屋駅（芦屋クラ

ブ） 37,189 円 
12 月 8 日（日）14 時～16 時 神戸元町大丸前（北

西側） 67,801 円      合計 104,990 円 
【東日本大震災復興支援募金】 
12 月 8 日（日）14 時～16 時 神戸元町大丸前（北

東側） 31,013 円 
ポートクラブからは、小田ﾜｲｽﾞは 7 日の芦屋駅に、

大野勉、山崎、水野、鈴木ﾜｲｽﾞは 8 日大丸前に参加

しました。 
 
＜諸報告・お願い＞ 
＊12 月 20 日（金）神戸栄光教会にて、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、交流を深めまし

た。 クラブより協賛金を贈っています。 
＊12 月 25 日(水)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を持参しま

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、踊りを見せてくれました。 
＊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

入のことをお願いします。 
＊物品販売：第 1 例会にて大野智恵ﾜｲｽﾞによって新たなク

ラブファンドとして「柿チップ」を販売し 60 袋を完売

しました。今後にも

期待できるファンド

物品になります。収

支差 7,950 円を物品

販売ファンドとして

入金します。 
 
＊DBC 東京むかでクラブのブリテン 1 月号に，ポートク

ラブの 12 月クリスマス例会に参加して下さった 4 名の

参加報告が全体写真入りで紹介されました。感謝。 
 
＜理事通信 1 月号から拾い読み＞ 
＊昨年8月にマニラで開催されたアジアユースコンボケー

ション参加者による報告会が 1 月 25 日（土）13 時～  

ホテルクライトン新大阪で西日本区 Y サ・ユース事業委

員会によって行われます。会費 500 円。今年の 8 月には

インドのチェンナイで開催されますので、ユースを送れ

るように内容を確かめてください。申込は鈴木書記か、



直接、正野忠之Ｙサ・ユース事業主任まで。 
＊我が子クラブの神戸学園都市クラブが 20 周年記念の 

成人式を迎えます。2 月 15 日（土）13:30-17:30、会場

はエスタシオン・デ・コウベ、会費 7,500 円です。ポー

トクラブの 25 周年には多くの皆さんに参加いただきお

祝金をいただいていますので、お返しの意味でも多くの

出席を求めます。申込みは鈴木書記まで。 
＊その他の周年記念例会等 
・2 月 16 日（日）16 時～ 京都東陵クラブ 10 周年記念  
 例会、メルパルク京都５Ｆ 
・3 月８～９日 次期会長・主査研修会  
 森恭子次期会長と大野智恵次期メネット事業主査の 

出席が要請されています。 
・4 月 5 日（土）17 時～ 京都キャピタルクラブ３０周年

記念例会、ウエスティン都ホテル京都 
・4 月 12 日（土）熊本にしクラブ 5 周年記念例会 
・4 月 26 日（土）新クラブ誕生、熊本スピリットクラブ

加盟認証状伝達式（チャーターナイト） 
＊次期における次期理事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が、次期における

次々期理事の立候補が募集されています。自薦他

薦ご相談下さい。                 
                       

神戸ＹＭＣＡマンスリーレポート 
１．次年度年間聖句決定 

 去る 11 月 27 日（水）に公益財団法人の理事会

が開催され、その席上で次年度の年間聖句が選ば

れましたので紹介します。 
「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。ど

んなことにも感謝しなさい。」（テサロニケの信

徒への手紙 5:16~18)です。次年度の基本姿勢とし

て覚えて、次年度を準備したいと思います。 
２．クリスマス行事が、各地で開催 

 YMCAの内外でクリスマス行事が行なわれまし

た。保育園や幼稚園では、各園でクリスマス礼拝

が行なわれ、年長児が降誕の聖劇を披露し、一生

懸命にそれぞれの役割を全うした子どもたちの姿

に感激しました。12 月 13 日（金）には、宝塚ベ

ガホールにおいて「キャロルを歌う夕べ」が開催

され、20 日（金）には神戸市民クリスマスがあり、

今年は神戸栄光教会をメイン会場に開催されまし

た。 
３．街頭募金、多くのボランティアが集結 

 去る 12 月 8 日（日）の午後、神戸元町の大丸前

において、国際協力募金・東日本大震災支援募金

の街頭募金活動が行なわれました。国際委員会の

呼びかけで、ワイズメンズクラブやボランティア

リーダー、職員ら 24 名の皆さんが集り、寒い中、

またルミナリエで混雑する大丸前で、募金を呼び

かけ、多くの募金を得ることができました。寒い

中、皆さんのご奉仕に感謝いたします。 
４．冬期プログラム、開催 

 極寒の冬の中、冬期キャンプが開催されました。

信州志賀高原や白樺、神鍋などで多くの子どもた

ちが楽しいスキーや雪遊びを行なうことができま

した。 
５．台湾・高雄 YMCA 創立 50 周年記念式典、開催 

 去る 12 月 27 日（金）に、神戸 YMCA のパー

トナーYMCA の一つである台湾・高雄 YMCA が

創立 50 周年の記念式典を挙行されることとなり、

水野総主事が出席しました。同時に神戸 YMCA と

のパートナーYMCA 締結 30 周年となりました。 
６．今後の予定    

1) 第 32 回午餐会 
  恒例の午餐会に次回は日本 YMCA 同盟総主

事の島田茂さんをお招きし、世界の YMCA の

動き、日本の YMCA の挑戦を通して青少年の

課題についてお話を伺います。是非、ご参加

ください。 
日時：2 月 1 日（土）正午～午後 2 時 
場所：神戸 YMCA 4F 会議室 
テーマ：YMCA、世界最大の青少年団体の挑戦 

～地球市民育成と平和文化～ 
講師：島田 茂さん（日本 YMCA 同盟総主事） 
会費：1,500 円（昼食代を含む） 
申込：本部事務局まで 

2) 第 28 回チャリティーワインを楽しむ会 
前回に引き続き、フレンチレストランで開催。

本場フランスの伝統と文化を継承しながら、

進化したオリジナルメニューを楽しみます。 
日時：2 月 7 日（金）18:30~20:30 
場所：ポートピアホテル 31 階「トランテアン」 
テーマ：「冬の味覚を楽しみましょう！」 
会費：10,000 円 
申込：本部事務局まで 

3) 憲法を知る会（予告） 
日程：2 月 25 日（火）19:00～20:30 
場所：神戸 YMCA チャペル 


