
 

 

 

 

 

 

    第 315 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 3 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」 

3月強調月間 EF・JWF 

クラブやあなたのアニバーサリーの思いで・気持ちを献金にこめて、 

ワイズダム発展に協力しましょう。 

長壽和子 ファンド事業主任（岡山クラブ） 

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

飲食代として各自 2,000 円ご負担頂きます｡正会員の欠席､及びﾒﾈｯﾄ･ｹﾞｽﾄ他出席は、前々日迄に坂本連絡主事宛連絡下さい。 
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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.

《 2014 年 3 月の聖句 》 
＜「人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る 1 つ 1 つの言葉で生きる」＞マタイによ

る福音書（4：4b） 

この聖句は、イエスが荒れ野で悪魔の誘惑を受けた時に旧約聖書の申命記 8：4から引用された言葉

です。3 月 9 日からレント（受難節）が始まり、4 月 20 日のイースター（復活節）に向けて心の準備

をする時です。「人はパンだけで生きるものではない」という言葉は、Y’s メンバーとしてもその意

味を考える価値ありでしょう。（Rev. Y） 

＜3 月第 1 例会＞ 

エコールＫＯＢＥ：福祉事業型「専攻科」（障がい者

自立訓練＜生活訓練＞事業）から学びます。 

ポートクラブとしてどんなことが、支えられるでしょう

か？ 

＜記＞ 

日 時：2014 年 3 月 13 日(木)19：00～21：00 

場 所：グリーンヒルホテル神戸 

内 容：ドライバー：大野智恵ﾜｲｽﾞ 

開会点鐘  佐野 睦会長 

聖句／祈祷 山崎往夫ﾜｲｽﾞ 

会食： 

卓話：「エコール KOBE の挑戦」学園長 河南
かんなん

 勝
まさる

氏

・3月の誕生者お祝い及び諸連絡 

・今月のうた 

・閉会点鐘：佐野 睦会長  

＜2月出席状況＞  出席率：100 % 

(出席総数) 19 /19(出席率対象会員数) 

出席数：メン 19（内ﾒｲｸｱｯﾌﾟ8、広義会員0） 

メネット0､ゲスト0､ビジター0  計19名 

＜今後の予定＞
＜西日本区次期会長主査研修会＞ 
 3 月 8～9日 チサンホテル新大阪 
＜揚がれ！希望の凧＞ 
  3 月 11 日(火)13：00～ 武庫川河川敷 
＜3月第１例会＞ 
  3 月 13 日(木)19：00～  ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 
＜六甲部第 2回評議会＞ 
3 月 15 日(土)13:00～ 神戸 YMCA ﾁｬﾍﾟﾙ 

＜3 月第 2例会＞ 
  3 月 27 日(木)19：00～  YMCA 会議室 
＜4月第 1例会＞ 
  4 月 10 日(木)19：00～  ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 
＜YM/YW イースター早天礼拝＞ 
 4 月 20 日(日)7：00～ 三宮・南遊園地 

＜３月のお誕生者＞ 

13 日 民谷 清ﾜｲｽﾞ     21 日  山崎 弥生ﾒﾈｯﾄ 

＜現在のファンド・累計＞ 
         2月      累計 
ニコニコ 9,300円 136,300円 
献金積立 0円 100,000円 
物品販売 0円 36,298円 



会長メッセージ：「３月」 

佐野 睦 
 3 月は年度の終わり。また、新しい年度への準備最終の時。寒かった冬も終わりもうすぐ春です。 

 西日本区では次期会長・主査の研修会があります。昨年私も期待と不安でドキドキしながら参加させ

て頂いた事を思い出します。ワイズとは何か、会長の役割について､等々沢山学びました。久しぶりに 1

２時間位休む間も無くみっちりと勉強しました。組まれた研修内容には正直なところ驚かされました。

未だによくわかっていない会長の役割ですが、何とかここまで会長として来られたのも皆さんのお支え

によるものと感謝しています。 

 次期会長は森恭子さんです。若さで張り切っておられますので、皆様の応援によって盛り上げて頂き

たいと思います。未だ会長を経験されてない方も、いつかは通る役職ですので、元気のあるうちに話の

種に一度経験しておく事をおすすめします。研修会に参加したり、会議に加わることによってワイズに

ついていっぱい学ぶことが出来ますよ。結構楽しいかもよ…。 

 
 

＜３月の第１例会ゲストスピーカー＞ 
＊河南 勝（かんなん まさる）氏 
 エコール KOBE 学園長。長年、養護学校・特別

支援学校の高等部で指導にあたった後、県立高校

の教頭を１年早期退職し、2011 年に（株）WAP
コーポレーションによる福祉事業型「専攻科」エ

コール KOBE を立ち上げる。 
＊海老口 恵子（えびぐち けいこ）氏 
 特別支援学校を含めさまざまな校種を経験した

後、エコール KOBE に副学園長として迎えられる。

ワイズメンズクラブのメネット事業「アートフェ

スティバル」に積極的に関わり、大きな役割を果

たす。 
＊エコール KOBE：福祉事業型「専攻科」（障が

い者自立訓練＜生活訓練＞事業） 
 
＜2 月第１例会(TOF)報告＞ 

２月 13 日（木）19:00～21:00 YMCA 第 3 会議室 
2 月は TOF（断食）例会の日です。 
ドライバー：郡美恵子ﾜｲｽﾞ「TOF の趣旨を皆で考えよう」

出席者 11 名 
今月の聖句・祈祷：西澤他喜衛ﾜｲｽﾞ、 
BF 切手処理作業、結果日本切手 1,400gm、外国切

手 100gm、クラブとしての成果あり、後日事業主査

を通して送られた。 
会食（30 分程度）：TOF は断食の時、世界中の貧しく

食事に困っている人々の事を思い、祈り、献金する。本日

の食事は、郡 CS 委員長が安価な弁当を準備してくれまし

た。本日会費 1,000 円からの差額をニコニコ献金とし、  

TOF 献金に加えます。 
＊クラブの状況について考える 
 ①「地域奉仕・環境事業 

  

 

 

②会長他、現在の役割について考えながら次年度の

体制を考える。 
 ③本年度西日本区へ送る献金について 
 ④平和を創り出すコンサート 
＊書記（第 2 例会報告、確認、今後の予定） 
＊YMCA 報告：坂本連絡主事 
2 月誕生祝（7 日佐野恵美ﾒﾈｯﾄ、26 日木村暁美ﾜｲｽﾞ） 
 閉会点鐘：佐野会長 

 
＜2 月第 2 例会報告＞ 

2 月 27 日(木)19：00～21：00 
神戸 YMCA4 階第 3 会議室 
出席：大野勉、大野智恵、小田、坂本、佐野、鈴木、 

民谷、丹羽、橋本、廣瀨献児、廣瀨頼子、森、 
山崎、13 名 

1)1 月出席率：(第 1 例会出席 11+ﾒｲｸｱｯﾌﾟ第 2 例会 5
＋学園都市 3 名)÷19＝19/19＝100％ 

2)2 月第 1 例会： 
2 月 13 日（木）19:00-21:00 第 3 会議室 TOF 例会 

・BF 使用済み切手整理（太西事業主査に委託する） 
・TOF の意味とポートクラブについて（役割確認、

献金等）慣例により当日会費 1,000 円徴収し、500
円程度の弁当を準備、1,500 円を TOF 献金に入れ

る。当日ドライバーは郡美恵子地域奉仕委員長に

よって準備された。     



3)2 月 8 日（土）六甲部チャリティボウル開催、クラ

ブより大野勉、大野智恵、廣瀨献児、山田滋己 
 4 名参加。クラブ代表として参加費の内 1,000 円

補助する。 
4)2 月 15 日（土）学園都市クラブ 20 周年記念例会

にクラブより大野勉、大野智恵、郡、齋藤、佐野、

鈴木、丹羽、水野、山崎、山田 10 名出席、子クラ

ブの成人式ということで、5 万円お祝金を贈った。 
5)3 月第 1 例会：エコール KOBE 学園長河南勝氏、

副学園長海老口恵子氏、当日役割調整。 
6)4 月：フットサル選手（郡ﾜｲｽﾞ推薦） 

5 月：第 1 例会日 8 日が神戸 YMCA 創立記念礼拝

に当たるので、礼拝参加＆GHK 会食懇親会とする。 
6 月：年度末反省評価 

7)国際、西日本区関係献金の件、1 月末ファンド積 
立＋19,000 により 100,000 円積み立てられたが、 

 内容は本日最終決定により、ニコニコ会計より補 
充して合計 145,500 円が送金された。 

8)大野勉ﾜｲｽﾞより報告： 
「折りづるラン」及び東北被災地訪問の件 
東京むかでクラブの東松島「つなみの石」3 月 2 
日出席。長野クラブ訪問。 

9)「平和を創り出すコンサート」5 月 17 日（土）YMCA
チャペルにて、フルート演奏と、くさぶえの合唱。

チケットは 2,000 円として 100 枚を目標とする。 
10)森恭子次期会長より、クラブ活動方針、次期役割

体制について準備開始に当たって思いが語られた。 
11)ブリテン 3 月号：原稿 3 月 3 日（月）締切、    

6 日（木）発行、印刷、郵送 
12)その他 
 ・揚がれ希望の凧は、例年の須磨海岸はできなく

なったので、11 日宝塚クラブの武庫川河川敷に

合流し、大野ﾜｲｽﾞより凧を提供して参加する。 
 ・6 月 14・15 日西日本区大会は鈴木書記がまとめ

てクラブとして申し込む。 
・8 月 7－10 日 国際大会インド・チェンナイの

案内が届いている。     （鈴木記） 
 

＜遊雪の会＞ 

 10 月、12 月に続いて、またまた栄村へ出かけ

た。長野クラブ主催の「遊雪の会」。長野クラブ森

本会長、水﨑さん、倉石さんの 3 名、甲府クラブ

武田さんご夫妻、神戸ポート 1 名の 6 名の参加。

飯山線津南駅に集合したのが午後 0 時 15 分。そこ

から宿舎のバスで 1 時間かけて山へ入る。途中、

十日町によっておいしいお蕎麦をいただいた。そ

の名も「へぎそば」。つるつるして、のどごし最高。

その後、雪道を小型バスに揺られ、栄村秋山郷「の

よさの里」に到着。早速スノウシューを履いて、

森の中へ。雪の深さは 2m。ブナやシラカバ、ミズ

ナラ等、解説してもらいながら散策。宿舎は、本

館で食事はとるものの、あとの部屋は一軒一軒別

棟になっており、迷路のような屋根付きの通路で

つながっている。私が泊まったのは「文五郎」。 
食事は、「熊鍋」。赤くてけっこう柔らかかった。

宿の方に、栄村や秋山郷についてお話しいただい

た。この宿も 10 月に止まった「北野天満温泉」と

同様、栄村振興公社の経営。人口が減って、学校

が統合になるなど、山間のくらしには悩みが多い。

秋山小学校は 3 人の児童に、先生が 4 人。春から

は児童が 2 人に。それでもまだ存立が続くそうだ。 
一緒に泊まった甲府クラブの武田様は、信玄公と

血のつながりがおありだとか。長野クラブは甲府

クラブの子クラブなのです。大雪に見舞われた甲

府から、これまた豪雪地帯の秋山郷へ来られたわ

けです。甲府の雪は、○○ｵﾘﾝﾋﾟｯｸの報道のせいか、

たいへんさの割に、あまり報道されていなかった

が、本当にたいへんだったとのこと。雪かきボラ

ンティアに行けばよかったと反省した。 
訪れるたびに発見のある栄村。次出かけるのは春

でしょうか。            大野ベン 

 
 

＜六甲部ボウリング大会＞ 

2 月 8 日（土）ラウンドワン三宮にて開催。 
参加者は大阪西クラブ：石合ﾜｲｽﾞ、神戸クラブ：

進藤会長、山口ﾜｲｽﾞ、鵜丹谷ﾜｲｽﾞ、西宮クラブ：

廣瀬ﾜｲｽﾞ、長井ﾜｲｽﾞ、ﾒﾈｯﾄ、ｺﾒｯﾄ、宝塚クラブ：

長尾ﾜｲｽﾞ、多胡ﾜｲｽﾞ、神戸ﾎﾟｰﾄｸﾗﾌﾞ：大野両ﾜｲｽﾞ、

廣瀬ﾜｲｽﾞ、山田ﾜｲｽﾞの 12名でした。2ゲーム行い、

スコアー合計の上位者3名と最下位から2番目（ブ

ービー）の方に商品が当たりました。 
1 位：山口ﾜｲｽﾞ、2 位：鵜丹谷ﾜｲｽﾞ、3 位：廣瀬ﾜｲ

ｽﾞ、ブービーは、多胡ﾜｲｽﾞでした。 
ファミリーの参加もあり、和気藹々の中にも、

高得点をめざして真剣な眼差しでボウルを転がし



ていました。ストライクやスペア達成時には、笑

顔でみんなとハイタッチする姿が印象的でした。 
参加費から、使用料を差し引いて 7,360 円を東日

本大震災復興支援募金に献金いたしました。 

 
 
＜諸報告・お願い＞ 

＊恒例のさんだクラブバレンタインコンサートは、 
2 月 9 日（日）14 時～三田市フラワータウン市民

センターで開催され。クラブより 4 名参加。 
＊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 17 回西日本区大会案内は、まとめて会長宛届き、

例会にて手渡していますが、申込は書記がまとめ

ますのでご協力下さい。6 月 14 日~15 日山口県岩

国市での開催です。 
＊仙台YMCA、仙台・仙台青葉城・仙台広瀬川・東

京むかでクラブ合同プロジェクトとして「津波の

教え石」が、東松島市牛網地区に建立され、3月2
日除幕式、感謝の会が開催され、クラブより大野

勉ﾜｲｽﾞが参加し、ギターでの歌を唄いました。 
＊周年記念例会等 
・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が出席予定で

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 10,000
円 
・4 月 12 日（土）16 時～ 熊本にしクラブ 5 周年

記念例会、熊本全日空ホテル ニュースカイ 

10,000 円 
・4 月 19～20 日西日本区第 3 回役員会、次期準備役

員会 
・4 月 26 日（土）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） 
                       

神戸YMCAマンスリーレポート 
１．第 32 回午餐会、開催 

 去る 2 月 1 日（土）に第 32 回を数える午餐会が開

催されました。今回は日本 YMCA 同盟島田茂総主事

をお招きし、「YMCA、世界最大の青少年団体の挑

戦」と題して、世界 YMCA の動き、アジア、そして

日本全体の YMCA の働きについて紹介と課題につ

いて話されました。特に日本の青少年の現状につい

て、400 万人に及ぶ若年無業者や失業問題、ひきこ

もり、自殺の問題など、6 割の若者が将来に夢や希

望を抱けないという現実を紹介され、YMCA がテー

マとしているユースのエンパワーメントが大きな挑

戦であることが強調されました。 
２．チャリティーワインを楽しむ会、開催 
 第 28 回を数えるチャリティーワインの会が、去る

2 月 7 日（金）にポートピアホテルのフレンチレス

トラン「トランティアン」を会場に開催され、43 名

が参加されました。これは会員活動委員会が主催し

てくださり続いている催しですが、益金は子ども奨

学金に捧げられており、現在の累計額は 250 万円に

近づいています。毎回、ソムリエの方が推薦してく

ださったワインを楽しむと共に、寄贈いただいた品

物のオークションを行い、寄付金に加えてくださっ

ています。 
３．憲法を知る集い Vol.2 開催 
 去る 2 月 25 日（火）に、ミッション委員会・国際

委員会・ユース委員会の 3 委員会が合同で前回に続

く第 2 回目の憲法学習会を開催くださいました。今

回は「憲法のこころ」をテーマに憲法の「そもそも」

について をワークショップ形式で語り合い、学び合

う機会となりました。国際委員長の中尾秀一さん（難

民事業本部・神戸 YMCA 常議員）の司会、阿部 俊
さん（啓明学院中高教諭・神戸 YMCA 常議員）のお

話とコーディネーションで 30 名ほどの方々が集ま

り、和やかに語り合いながら学びを深めることがで

きました。日本国憲法のそもそもがイギリスの市民

革命から起源することを学びました。 
４．ファミリーウエルネスセンター工事、順調 
 新しく建築中のファミリーウエルネスセンターは

中央区脇浜 2 丁目の現地にて順調に工事が進められ、

3 月 8 日には現地近くに開設準備室がオープンしま

す。応援よろしくお願いします。 
５．今後の予定 
 1)イースター早天礼拝 
      日時：4 月 20 日（日）午前 7:00～8:00 
   場所：神戸東遊園地（神戸市役所南側） 
   ＊阪神地区は甲東教会で行なわれます。 
 2)会員総会 
   日時：5 月 30 日（金）午後 6:30～8:30 
   場所：三宮会館チャペル 


