
 
 
 

 
 

   

 第 324 号  
  神戸ポートクラブ会長(CP) 森 恭子『チャレンジでチェンジを！』”Challenge to Change”  2014 年 12 月 

 
国際会長(I P) Isaac Palathinkal (インド) ”Talk Less,Do More” 「言葉より行動を」  

アジア地域会長(AP) 岡野 泰和 (日本)“Start Future Now” 「未来を始めよう、今すぐに」 
西日本区理事(RD) 松本 武彦 (大阪西)「響き合い、ともに歩む」“To walk together, echoing each other” 
六甲部部長(DG)多胡 葉子(宝塚)「わたしとあなたのY’S ダムをYMCA と共に」《ユース・交流・地域》 

12 月強調月間 EMC-E・YES 
E は Extension（新クラブ設立）。YES は、新クラブ設立を支援する基金です。 
この献金で集められた資金の 2/3 は、集められたエリアに戻され、エリアの中で使われま

す。   河原正浩ＥＭＣ事業主任（京都トップスクラブ） 
 
 

      

 
 
  
 
 
 
 
 

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

《 2014 年 12 月の聖句 》  
 ＜神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで、

永遠の命を得るためである。 （ヨハネによる福音書 3：16）＞ 
礼拝堂に蝋燭が 1 本、2 本と灯されていきます。クリスマスは、「救い主」の誕生を祝う祭りです。この

喜びの祭りは、過去に目を向けるだけでなく、現在と未来に向かって、この救い主が「平和の君」である

ことを祈り続ける祭りです。現実の世界の争いが続くこの世の主として、平和を祈り続けます。罪深く、

悲しみに包まれた「この世」を、それでも神は愛され、その限りない神の意志が、「飼い葉桶の幼子イエス」

の誕生です。  （Rev. Nishizawa） 

＜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：2014 年 12 月 11 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 18:45～19:45  18:30 ｵﾘﾝﾋﾟｱ集合 
  混声合唱団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：森 恭子会長 
今月の聖句・祈祷：西澤他喜衛ﾜｲｽﾞ 

 会食、今月の誕生者お祝い／諸連絡／今月のうた 
閉会点鐘：森 恭子会長 

＜11 月出席状況＞     出席率：95 .0 %
(出席総数) 19 /20 (在籍会員数) 
出席数：ワイズ 19（内メイクアップ2） 
メネット0､ゲスト8､ビジター8   計35名 

今後の予定 
＜12 月第 1 例会＞ 
12 月 11 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 
＜国際協力街頭募金＞ 
12 月 14 日（日）14:00～ 元町大丸北側前 
＜12 月第 2 例会＞ 
12 月 18 日（木）19:00～ 神戸市勤労会館会議室
＜神戸市民 クリスマス＞ 
12 月 19 日（金）19:30～ 神戸聖ミカエル教会 
＜1 月第 1 例会＞ 
1 月 8 日（木）19:00～ 三宮ターミナルホテル
＜神戸 YMCA・YY フォーラム＞ 
1 月 17 日（土）13：00～ 神戸栄光教会 

＜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     2,000円      6,000円 
献金積立    55,000円     55,000円 

  物品販売           0 円     4,500 円 



会長メッセージ 
森 恭子 

12 月に入り一気に冬到来の装いとなり、いよいよ 2014 年が終わろうとしています。気づけば紅葉も深まり、

山はたくさんの色模様へと変化しています。せっかく覚えた「平成 26 年」も覚え直しです。今年は午年で年

女でした。会長役をさせて頂くなど、自身の身の丈を超えた役回りではあるものの、皆様のご協力によってわ

からないなりに、馬のように疾走した一年ではなかったかと振り返ります。みなさまの一年はいかがだったで

しょうか？先日、学生とともに東北ボランティアバス派遣で 1 週間、引率で釜石・大槌に行ってまいりました。

4 年目を迎えようとする東北の地でも、状況も人々の気持ちも、それぞれの生活も変化の時期を迎えていると

いう印象でした。その変化を、どのように見極めるのかでその後の展開が変わってきます。相手の変化、自分

の変化など、日々の緩やかな変化にも気づける自分でありたいと思う年末。これからも、みなさまとともに、

敏感に変化できるイキイキとしたポートを目指したいと思います。半期の活動のみなさまへの感謝とともに。 
 

＜11月第1例会報告＞ 
11月13日(木)19時～21時 三宮センタープラザ６Ｆ 

芳賀一也氏（姫路歴遊会）による「軍師官兵衛の話」がや

っと実現した。いつもの例会場では狭いので、場所を変え

て食事も初めてのところから取ることになり、何かと不安

な例会であったが

食事も人数もぴっ

たりで、民谷ワイ

ズの司会によって

定刻に開会、先ず

は井内朋博さんの

入会式。森会長の

司式、多胡六甲部

部長、河原

ＥＭＣ事業

主任、小野

直前ＥＭＣ

事業主査立

ち会いの元、

厳粛に行わ

れ、力強い

「入会しま

す」宣言に

よって無事入会式を済ませ、おいしいお弁当を頂いた。 
いよいよ本番、チョンマゲ姿の芳賀一也氏による講演に

時間の経つのを忘れた。（以下、講演内容趣旨概略） 
姫路と言えば「お城」だが「官兵衛」も知られていなかっ

た中、大河ドラマで一変した。5 年前からＮＨＫにドラマ

化を運動してきたが、お城の改装もあってやっと実現した。 
官兵衛の先祖は近江出身で、曾祖父時代に播磨に来た。 

司馬遼太郎によれば、黒田の家は、メグスリの木より目薬

を作りそれを近くの広峯神社の神主と組んでお札と目薬の

セット販売が成功して財を成した。そんな中官兵衛は、近

隣からの情報を得ながら人の心をつかんだ。戦国時代に人

の心を動かし

情報を集める

大切さと、信

長を選び秀吉

に仕えた判断

は慧眼のすご

さであろう。

伊丹・有岡城

の１年もの幽

閉に耐え、人生の生き方を考えたことが、その後の大きな

支えになっている。情報を集めること、人の活かし方、状

況判断、それに信念が大切である。福岡、博多の街を繁栄

させたこと、高山右近によってクリスチャンになったが、

姫路城の本丸南の「に」の櫓に十字架の鬼瓦現存している。 
 （齋藤 記）  
 
＜11月第2例会報告＞ 
日時：11月27日(木)19時～20:40神戸勤労会館306室 
出席者：井内、大野智恵、大野勉、齋藤、坂本、佐野、    

鈴木、丹羽、橋本、水野、山崎11名 
１）11月第1例会出席：ﾜｲｽﾞ 17，ﾒﾈｯﾄ 0，ｹﾞｽﾄ 8、ﾋﾞｼﾞﾀ 
ー8 合計33名（欠席：坂本、廣瀬献児、廣瀬頼子） 
出席率：17＋(ﾒｲｸｱｯﾌﾟ 2名)÷20（現会員数）＝95.0％ 
ﾒｲｸｱｯﾌﾟ：坂本第2例会廣瀬献児チャリティーラン出席 

２）11月活動報告の件 
＊11月13日（木）第1例会、三宮センタープラザ西館6
階8号室、33名出席と弁当33食（ふるさと） 
井内朋博さんの入会式、芳賀一也さんの「軍師官兵衛の 
話」会員17、ゲスト8、ビジター8合計33名、三宮セ 
ンタープラザ西館を初めて使用、「ふるさと」の1500 
円弁当利用。ドライバー民谷ﾜｲｽﾞ。 

＊じゃがいもファンド結果報告、576 箱完売、入金は後 1
名にて完了。 

＊11月27日（木）第2例会 神戸勤労会館306室で開催。 



＊チャリティーラン実施11月3日(祝)ポートクラブとして 
の参加と貢献内容は、ラッフル券販売と、物品販売（柿 
とはちみつドリンク）売上9500円は実行委員会宛寄付。 

３）12～3月例会予定    
＊12月11日（木）：クリスマス例会、例年に準じてオリ

ンピアとグリーンヒルホテルとする。例年通り 18：30
オリンピア集合、20：00グリーンヒルホテルにて祝会開

始、21：30閉会。クラブファンドとして「柿チップとク

リスマスカード」販売予定。東京むかでクラブと DBC
ナイト。 

＊12月第2例会は、12月18日（木）神戸市勤労会館 701
室、ブリテン1月号の発行作業は、27日とする。 

＊1月8日（木）新年第1例会は三宮ターミナルホテルと

し，内容未定。第2例会は22日神戸勤労会館とする。 
＊2月第1例会は12日（木）神戸勤労会館にて食事なしの 

TOF例会とし、第2例会も26日神戸勤労会館を予約。 
＊3月第1例会は12日(木)三宮ターミナルホテルを、第2
例会は26日神戸勤労会館を予約する。  

４）今後の予定 
＊12月6日神戸YMCA チャリティーコンサート：ワイズ

預かり分チケット31枚完売。同じ趣旨で12月23日に

行われるハンドベルコンサートのチケットは神戸ポー

トクラブで 20 枚預かっている。一人一枚のご協力をお

願いする。 
＊12月14日(日)14時～16時国際協力街頭募金（大丸前） 
＊12 月 25 日(木)神戸真生塾クリスマス祝会（クラブより

祝金贈呈する。） 
＊1 月 17 日(土)阪神・淡路大震災 20 周年記念日、神戸

YMCA/YYフォーラム。 
＊1月27日開催の神戸YMCA支援イベントの、次回打ち

合わせが12月15日にあるので、会長よりCS委員に出

席を依頼する。 
＊西日本区次期会長・主査研修会が 3 月 7・8 日に変更さ

れた為、六甲部第2回評議会は3月21日となった。 
５）今後の課題 
＊次期クラブ会長と広報事業主査の人選は 12 月中に決定

の必要あり。 
＊誕生祝い品について検討し、西日本区物品の中からクリ

ップとファイルを使ってみることとする。 
＊六甲部メネット事業として4月4日に希少難病患者の支

援チャリティーコンサートを開催する。ポートクラブと

しても全面的に支援する。六甲部メネット会において、

コンサートの企画内容を確認し、係分担を行っている。

次回コンサート実行委員会は1月6日。 
６）ブリテン12月号：12月1日（月）原稿締切、12月5
日（金）発行、印刷、郵送・11月第1例会（斎藤）第2

例会（鈴木）・会長メッセージ(森)、聖句（西澤）・12月

第 1 例会案内、その他（大野勉）、じゃがいも報告（橋

本）、メネット事業について（大野智恵） 
 
＜じゃがいもファンド報告＞ 
秋の味覚じゃがいも販売も盛況の内に終了いたしました。 
毎年の事ながら、会員各位の多大なご努力とご尽力により、昨 
年度の記録を更に上回る576箱もの販売実績となりました。会員 
各位の努力は勿論のこと、毎回ご協力を頂いているOB会員の 
浅田、荻原、馬場金司様にはこの内93箱もの多くを購入頂くと共 
に、「いのちの電話」様にも31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。いつも変らぬご支援 
に対し、心から感謝の意を表したいと思います。 
改めて説明するまでもなく、我々会員にとってもこのファンド 
事業は各種の奉仕活動を行う上でも非常に大切な事業となって 
います。皆様方の温かいご支援とご協力により多大な実績を上げ 
ることができましたことに対して、書面をお借りして厚く御礼 
申しあげます。本当にありがとうございました。更にＢＦ、ＥＦ、 
ＪＷＦ等ファンド事業の為に、一層のご協力を戴きますように 
よろしくお願い申し上げます。本当にありがとうございました。   

（ファンド事業委員長 橋本忠男） 
＜メネット事業＞ 
西日本区の事業継続（支援先は変更）の方針を受け、当

初より予定していた希少難病患者支援のためのプログラム

として「チャリティーコンサート」を実施する。11 月 15
日の六甲部メネット会で企画内容を確認し、役割分担を行

っている。コンサートのチラシとチケットは、エコール

KOBE(カレッジ・アンコラージュ)に依頼。来年1月6日、

2回目のコンサート実行委員会を行う。 
「希少難病患者支援チャリティーコンサート」 
日時： 2015年4月4日（土）14：00～ 
会場： 神戸栄光教会 
内容： マリアハープ演奏(マリア味記子) 
    希少難病に関する講演（講師交渉中） 
    合唱（県立長田高校音楽部） 
入場料：1000円  ※1月6日より販売開始 
                  （大野智恵 記） 
＜大野勉さんの東北支援の件＞ 
12月20・21日に宮城県石巻に出かけます。現地でもちつ

きのサービスを予定しています。ただいま石巻の伊藤さん、

仙台の清水ﾜｲｽﾞと連絡調整中です。どなたかご一緒に出掛

けませんか？ 
 
＜宮古教会森分牧師のギター＞ 
阪神淡路大震災と東日本大震災という2度の震災を被った

ギターを、森分牧師がお持ちです。そのギターの改修を請

け負っています。東北支援の一環として、神戸ポートクラ

ブで取り組んでいます。 



神戸マラソン 
瀬戸内海タートルフルマラソン 

11月は、2つのマラソンにチャレンジしました。 
23日は第4回神戸マラソン。当選率4・5倍の抽選に当た

り、はずれた人の分も楽しもうと、快調に走りだしました。

20km までは余裕の走りでしたが、後半は暑さにやられ、

脚の筋肉がつり、なかなか回復しなかったため、歩いたり

走ったり、ポートアイランドに入って、氷で脚を冷やして

もらったおかげで、フィニッシュは気持ちよく走り切るこ

とができました。5時間9分のタイムでした。 
30日は小豆島第35回瀬戸内海タートルフルマラソン。も

う 10 年近く連続で参加しています。前日は余島センター

に宿泊。山田ﾜｲｽﾞ、京都東稜の三科ﾜｲｽﾞと同行しました。 
こちらも天気がよく、また暑さにやられるか、と心配でし

たが、給水のたびに水を脚にかけ、冷やしながらのラン。 
沿道の笑顔に支えられて、脚がつることもなく、42.195km
を走り切ることが

できました。（久

しぶりの快挙！）

タイムは 4 時間

22分。まだまだ走

れるとほっとしま

した。応援ありが

とうございました。

（大野勉 記） 
 
 
＜その他連絡・情報＞ 
＊12 月 19 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 時～ 新神戸オリエンタルアベニュ

ーと大丸前～聖ミカエル教会まで 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」、日本福音ルー

テル神戸教会松本義宣牧師のメッセージです。 
＊12月25日(水)17時半～ 神戸真生塾クリスマス祝会です。

夏に伺っている児童養護施設の子どもたちによる素晴らし

い劇と音楽の発表会です。子どもたちのクリスマスを、  

楽しんでください。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
月からは後期納入を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。 
＊使用済切手は2月TOF例会にて整理しますが、それまでに

各自収集と整理準備をお願いします。 
＊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。12/11クリスマス

例会のDBCナイトで預けますので、ご持参下さい。 

＜六甲部他クラブのクリスマス例会です＞ 
お隣さんクラブを訪問して交流を深めましょう。 
神戸クラブ：13日(土)18時～阪神岩屋駅南ＢＢプラザ6千円 
西宮クラブ：13日(土)17時～ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸5千円ｶﾝﾄﾘｰﾊﾞﾝﾄ  ゙
神戸西クラブ：6日(土)18時～元町凮月堂2F5千円 
宝塚クラブ：10日(水)18時～宝塚ホテル5千円、ゴスペル 
さんだクラブ：13日(土)18時～阪神岩屋駅南BBプラザ6千円 
学園都市クラブ：13日(土)18時～西YMCA2千円ﾕｰｽﾘｰﾀﾞｰ合同 
芦屋クラブ：23日(祝)18時～ホテル竹園男性6千円女性5千円 
東京むかでクラブ：16日(火)18時～東京YMCA東陽町ｾﾝﾀ  ー
「宝塚市民クリスマス・キャロルを歌う夕べ」 

18日(木)19時～ 宝塚ベガホール、入場無料 
 

神戸YMCAニュース 
1．第17回チャリティーラン、開催 
 去る11月3日（祝・月）に第17回を数えるチャリティ

ーランがしあわせの村において開催され、参加者チーム 

253チーム、ランナー数 947名、ボランティア 175名、

来場者 1500 名の方々が集まり、盛大に開催されました。

多くのボランティアが尽力くださいました。感謝です。 
2．今井鎮雄名誉顧問ご逝去 
 去る11月3日（月）に今井鎮雄名誉顧問が天に召されま

した。93 歳でした。今井顧問は神戸YMCA 第 6 代総主事

として21年の長きにわたって指導され、現在の神戸YMCA
の発展を築かれました。今井顧問に心から感謝しつつ、哀

悼の意を表し、御霊の平安を祈ります。（来年 2 月 8 日午

後3:00～ポートピアホールにてお別れ会が開催されます。） 
3．重要な職員異動のお知らせ 

1)現総主事の退任 
 水野総主事が2015年3月末日をもって任期満了により総

主事職を退任することになりました。 
2)新総主事の選任 
 次期総主事（第10代）には、井上真二さんが選任されま

した。就任式は4月19日（日）に予定します。 
3)副総主事に指名 
 11月1日付けで井上真二さんを副総主事に指名し、次年

度準備の責任を担っていただきます。 
4．第18回日本YMCA大会、開催 
去る11月22日（土）～24日（月）に東山荘において、第

18回日本YMCA大会が行なわれ、全国から307名の会員、

ワイズメン、ユースボランティア、職員などが集まりまし

た。大会中に会員・職員の表彰が行なわれました。 
5．今後の予定    

2014震災YYフォーラム 
日時：１月１７日（土）午後１：００～５：００ 
場所：日本キリスト教団神戸栄光教会 


