
 

 

 

 

 

    第 316 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 4 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」 
４月強調月間 YMCA サービス・ASF 

YMCA、ユースとの 1 年を総括し、次年度に活かしましょう。 
正野 忠之 Ｙサ・ユース事業主任（大阪河内クラブ） 

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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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 4 月の聖句 》 
＜人々はイエスを木にかけて殺してしまいましたが、神はこのイエスを 3 日目に復活させ、人々

の前に現してくださいました。．．．そしてイエスは、御自分が生きている者と死んだ者との審判者

として神から定められた者であることを、民に宣べ伝え、力強く証するようにと、わたしたちに

お命じになりました。＞ （使徒言行録 10：39b‐40、42） 
今年の 4 月 20 日はイースター（復活祭）です。この聖句は、それに関連して使徒パウロが語っ

ている言葉です。私たちもこの機に新たな気持ちで新しい年度を迎えましょう。  （Rev. Y）

＜４月第 1 例会＞ 

女子フットサルチーム「アルコ・イリス神戸」の

若林エリ選手をお迎えして、お話を聞きます。2 度

の日本チャンピオンに輝いたチームのすばらしさ

を、選手自身からお話しいただきます。 
＜記＞ 

日 時：2014 年 4 月 10 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： 森 恭子ﾜｲｽﾞ 

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：「フットサル」若林エリ氏 
・4 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  

＜3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2、広義会員0）
メネット0､ゲスト4､ビジター2  計25名 

＜今後の予定＞
＜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・東遊園地 
          西宮・甲東教会 

＜4 月第 2 例会＞ 
  4 月 24 日(木)19：00～  YMCA 会議室 
＜芦屋クラブさくら祭り出店＞ 
 4 月 5 日（土）・6 日（日）10 時～20 時 

芦屋川 2 号線北舞台付近・チヂミ販売 
＜チャリティーコンサート＞ 
 5 月 17 日（土）15 時～YMCA チャペル 
 吉岡美恵子フルートと混声合唱くさぶえ 

＜４月のお誕生者＞ 
8 日 森 恭子ﾜｲｽﾞ     14 日 細見 教江ﾒﾈｯﾄ 

 21 日 齋藤 勲ﾜｲｽﾞ 

＜現在のファンド・累計＞ 
        3月      累計 

ニコニコ 2,000円 138,300円 
物品販売 0円 36,298円 



会長メッセージ 「新年度」 
佐野 睦 

新しい年度のスタートです。(Y’s ではまだ何度半ばですが)学生の皆さんはそれぞれに進級し、

新しく社会に出る皆さんもおられることと思います。新しく社会に出る方は入社式を終えそれぞ

れ研修の場でわくわくドキドキの第一歩を歩み出していることと思います。私事ですが残念なが

ら私はそのような経験がありません。私の経験をしたわくわくドキドキの入会の時というのは神

戸ポートクラブの入会式しかないと思います。ポートクラブでは後３ヶ月で新年度を迎えようと

しています。森次期会長と共に新年度に向かって準備し、新しい年度を迎えたいと思います。 
 

＜３月第１例会報告＞ 
3 月 13 日（木）19:00～21:00 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 
ドライバー：大野智恵ﾜｲｽﾞ、 
出席者：クラブ会員 17，ゲスト４，ビジター２計 23 名、

今月の聖句・祈祷：山崎往夫ﾜｲｽﾞ、 
佐野会長欠席のため、森副会長による開会点鐘 
卓話は大野智恵ﾜｲｽﾞ紹介で、株式会社によって経

営されている障がい者通所施設エコール KOBE
の学園長から「エコール KOBE の挑戦」と、題して

その内容について語られ、福祉施設との違いを含

めて教えられた。今後クラブの地域奉仕活動とし

て考えていくことと、

岡本社長の入会のご

意志を確認した。 
＊書記（2 月第 2 例会

報告と承認、今後の

予定） 

＊YMCA 報告：坂本

連絡主事 
＊2 月誕生祝、今月

のうた 
＊ 閉会点鐘：森副会

長 
 

＜３月第 2 例会報告＞ 
3 月 27 日（木）19 時～ YMCA4 階第 3 会議室 
出席：大野勉、大野智恵、小田、郡、坂本、鈴木、

広瀬献児、廣瀨頼子、森、山崎、10 名 
１）3 月出席率：17＋(ﾒｲｸｱｯﾌﾟ 2 名)÷19（会員 20

内広義会員 1）＝100％（欠席者 2 名は、六甲部

評議会出席をメイクアップ扱いと承認） 
２）＊3 月 8・9 日次期会長主査研修会に森次期会 
長、大野智恵次期メネット事業主査出席の感想。 
＊3月 11日（火）希望の凧 はんしん自立の家、

武庫川河川敷、大野智恵、小田、鈴木 3 名参加 

＊3 月 13 日（木）第 1 例会、エコール KOBE3
名出席によって障がいを持つ方の活動について

お聞きし、株式会社による福祉活動を教えられ

た。 
＊3 月 15 日（土）六甲部第 2 回評議会、大野勉、

小田、齋藤、佐野、鈴木、山田 6 名参加。 
３）＊4 月 10 日（木）第 1 例会：フットサル、若

林エリさん、郡ﾜｲｽﾞ紹介、ドライバーは森ﾜｲｽﾞ 
＊4月 20日（日）早朝 7時イースター早天礼拝、

三宮・東遊園地、西宮・甲東教会 
＊4 月 24 日（木）第 2 例会 

４）5～7 月第 1 例会予定 
5 月：5 月 8 日神戸 YMCA 創立記念礼拝に出席

後ホテルに移動して食事、懇親の会とする。  
6 月：年度末反省評価  
7 月：部長公式訪問、会長就任式、卓話 官兵

衛の話 
５)国際、西日本区関係献金の件、西日本区より結

果発表あり。幾つかは表彰対象になっている。 
６）大野勉ﾜｲｽﾞによる支援活動へのクラブからの

補助は、「折りづるラン」に 5 万円、むかでクラ

ブの「津波石」に 3 万円及び交通費補助 1 万円。 
７）「チャリティーコンサート」5 月 17 日（土）

吉岡美恵子氏フルートと混声合唱団くさぶえ、  

YMCA チャペルにて 100 名見込み、入場料

2,000 円、小人 1,000 円、案内ちらしチケット

は大野ﾜｲｽﾞ作成で、3 日（木）ブリテン作業の

時に印刷作業ナンバリングを行う。 
８）ブリテン 4 月号、原稿 3 月 31 日（月）締切、

4 月 3 日（木）発行として、原稿担当を確認。 
９）EMC 入会候補者：大野智恵ﾜｲｽﾞ推薦 岡本さ

ん、退会希望の木村暁美ﾜｲｽﾞ承認。 
10）森次期会長より次期役割体制について提案が

あり意見交換した。役割について共通理解をす

ること、次期会長から役割案が出されたが、個

別の希望を聞き、4月第 2例会にて再検討する。 



   ＜西日本区次期会長・主査研修会＞ 
3 月 8、9 日に開催された、次期会長・主査研修

会に、森恭子（次期ポートワイズ会長）と大野智

恵さん（次期六甲部メネット主査）が参加しまし

た。お忙しい中、二日間に及ぶ研修を行うという

ワイズの組織力に、改めて学ぶところが多くあり

ました。各部毎の懇親会では、神戸 YMCA の移転

がある今年度は、「六甲部をあげて YMCA を支援

しよう！」という多胡次期六甲部部長の方針に、

一同活発な意見を交換することができました。 
               （森恭子記） 

＜揚がれ！「希望の凧」＞ 
希望の凧は、奈良昭彦さんの呼び掛けで、国内

外で始められたものです。東日本大震災の被災者

と連携する気持ちを表し、復興への願いを込めた

「希望の凧」を挙げる宝塚市でのイベントに、小

田ワイズ・鈴木ワイズとともに神戸ポートから参

加する機会を得ました。今年は、「はんしん自立の

家」を会場に、宝塚ワイズメンズクラブやその他

各種団体が主催して障がいのある人たちと一緒に

取り組むというものでした。武庫川の河川敷では、

メッセージや絵をかいていろいろな思いを込めた

凧が次々と青空を舞いました。「絆」「生」・・・空

の向こうの被災地にその思いを届けることができ

たのではないでし

ょうか。地域奉仕の

意味もあり、六甲部

全体で関わって今

後も大切にしてい

きたいイベントだ

と思いました。＜神

戸新聞掲載写真＞  

（大野智恵記） 
 

＜3 周年を前に －相馬の先生と再会＆東松島 
「津波の教え石」序幕－ ＞ 

3 月 1 日（土）午前 6 時 45 分神戸市須磨発、午

後 6 時 30 分相馬市着。昨夜来の熱が治まり、なん

とか出発することができた。明るい時間帯だった

ので、久しぶりに景色を楽しみながら運転できた。

休憩は、名神高速黒丸 PA と北陸道米山 SA の 2
回。 
福島県相馬市立磯部中学校の浅野先生は、磯部

中学校在勤 5 年。震災直後に総合福祉センターは

まなす館で、子供たちと共に避難生活を過ごして

いた先生。年に 1 回はお会いして、近況を語り合

っている。今回は、磯部小学校の若い先生たちを

紹介していただいた。というのも、この春の異動

で磯部を去って、会津若松の中学校に転勤される

とのこと。新しいつながりを作っていただいた。

お会いした場所は、相馬駅近くの居酒屋「夢酒(む
っしゅ)三四郎」。ここの大将は元中学校の先生。

柔道の有名な指導者で、今も教え子が慕ってやっ

て来る。美酒においしい料理。話がはずんだ。飯

館の請戸小学校に勤めていた先生は、今もそのま

まの請戸の町について辛そうに語られた。神戸と

相馬、今後も交流を続けたい。 
3 月 2 日（日）は、東松島市牛網地区において

「津波の教え石」の除幕式が行われるということ

で、相馬を 8 時半に出発。山元町から高速に乗り、

一路東松島へ。 
10 時半に到着。すでに除幕式の準備は整い、東京

のﾜｲｽﾞの方々ともちろんむかでのメンメンと、一

緒に参列した。わが DBC 東京むかでクラブから

は、神保会長、森本直前会長、伊丹副会長、そし

て城井ﾜｲｽﾞ。今回が 26 基目の津波の教え石となる。

城井氏は、これを生涯の仕事として今後も努力を

続けられる。神戸からもぜひ支援していきたい。

協力金 3 万円贈呈。式典の後、公民館にて感謝会

が開催され、東京世田谷クラブの小川ﾜｲｽﾞを中心

とした歌声広場に合流した。神戸の震災当時の「手

のひらを太陽に」をみんなと一緒に歌った。午後

2 時東松島発。3 月 3 日（月）午前 2 時の帰神で

した。                    （大野ベン記） 
＜折りづるラン 2014②（新水俣～熊本城）＞ 

3 月 21 日（金）午前 11 時日奈久温泉駅着。熊

本ジェーンズクラブの森博之一ﾜｲｽﾞと合流。その

後プリウスで新水俣へ移動。11時 30分スタート。

森ﾜｲｽﾞに運転をお願いして、まずは大野が 10km。

その後リレーをして、合計 44ｋｍ走り継いで八代

駅着、午後 4 時 30 分。日奈久温泉に浸かって、一

路熊本市内亀浦ﾜｲｽﾞのアトリエへ。夜のパーティ

は、亀浦さん､岩本悟さん､森さん､岩本守弘さん､

亀浦ﾒﾈｯﾄ、ｺﾒｯﾄと共に。ごちそう＆美酒で乾杯が

続いた。そのままアトリエに宿泊。 
 3 月 22 日（土）午前 7 時、亀浦さん本宅で朝食



をいただき、その後岩本ﾜｲｽﾞと合流して八代駅へ。

10時にスタート、岩本さんと 40kmをリレーして、

午後 3 時熊本城着。その後熊本市内の温泉「湯ラ

ックス」に浸かり、黒亭のラーメンをいただいて、

岩本さん家でコーヒーブレーク。午後 6 時に出発

して、翌朝午前 6 時に無事帰宅した。（大野べん記） 

＜諸報告・お願い＞ 
＊5 月チャリティーコンサート案内とチケット販

売のため六甲部各クラブを分担して訪問します。 
 4 月 8 日（火）神戸クラブ、9 日（水）宝塚クラ

ブ、11 日（金）西宮クラブ、さんだクラブ、15
日（火）神戸西クラブ、16 日（水）芦屋クラブ、

17 日（木）学園都市クラブ予定です。詳細検討

は第 1 例会にて、分担します。 
＊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 シンフォニア岩国・国際観光ホテルです。 

＊次期ロースター原稿がきています。書記から回

しますので、内容を確認してください。 
＜東京むかでクラブより＞ 
＊DBC 東京むかでクラブは YMCA を支援する

CS/Y サ事業として「第 61 回東京 YMCA ユニ

ークダンス・パーティー」の開催を支えていま

す。4 月 27 日（日）13 時～16 時東陽町センタ

ーです。車いすを使う方とのダンスです。東京

に行く予定のある方は覚えて顔を出してあげて

ください。我々のCS活動にも参考になります。 
＜理事通信より＞ 
＊2014－2015 国際会長に、アジア地域南東アジ

ア区の Mr. Wichian Boonmapajorn ウィチャ

ン・ブーマパジョン氏（タイ･バンコク）が、2014
－2016 国際議員（アジア会長）に 、同じく南

東アジア区の Mr. Edward K.W.Ong エドワー

ド・オンｸﾞ氏（シンガポール）が当選されまし

た。なお任期が始まった直後の国際議会（ICM）

とアジア地域大会は、京都で開催されます。  
＊4月19～20日 西日本区第3回役員会、第1回準備

役員会、ホテルクライトン新大阪にて開催。  
＊4月26日(土) 13:00～ 熊本スピリットクラブ加

盟認証状伝達式 、熊本交通センターホテル。   
 

神戸YMCAマンスリーレポート 
１．六甲部会長・総主事懇談会、開催 
 2 月 21 日（金）にワイズ会長との懇談会が開

催されました。日頃、神戸 YMCA の活動に大き

な支援をくださっている各クラブの皆さんに神

戸 YMCA の新年度の活動内容や予定、また支援

のお願いなどをさせていただきました。 
２．ﾌｧﾐﾘｰｳｴﾙﾈｽｾﾝﾀｰ開設準備室オープン！ 
 中央区脇浜に建設中のﾌｧﾐﾘｰｳｴﾙﾈｽｾﾝﾀｰに近い

JR 灘駅前に、去る 3 月 8 日（土）「開設準備室」

がオープンしました。灘駅の南側階段を下りて

すぐの場所に準備室が与えられ、これから開設

まで、申込受付や案内の場所として活躍が期待

されます。工事も 5 階までの鉄骨が組みあがり

急ピッチで外装工事が進められています。 
３．卒園式、卒業式挙行 

3 月には神戸 YMCA の学校、保育園、幼稚園

などで卒業、卒園などの式が行なわれ、充実し

た YMCA での生活を惜しみ、次のステップに希

望をもって進んでいきました。春のスキーや余

島キャンプが行なわれていますが、2013 年度の

活動を無事に大きな成果を持って終えることが

できました。ご支援くださった皆さんに感謝い

たします。 
４．東日本大震災支援、街頭募金、実施 
 去る 3 月 21 日（祝・金）に西宮、三田、学園

都市、元町大丸前において、東日本大震災支援

のための募金活動が開催され、合計で 87 名の

方々が参加してくださり、総額で 18 万円弱の募

金を得ることができました。 
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）（雨

天の場合は神戸 YMCA 三宮会館ﾁｬﾍﾟﾙ） 
奨励者：汐碇直美さん（神戸栄光教会） 

 2) 創立記念日礼拝 
日時：5 月 8 日（木）午後 6:30～8:30 
場所：神戸 YMCA チャペル 
ﾒｯｾｰｼﾞ：武田寿子さん（前会長・理事長） 
テーマ：「YMCA からの賜物 ～11 年を振

り返って～」 
 3) 定期総会  5 月 30 日（金）午後 6:30～ 


