
 

 

 

 

 

    

 第 317 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 5 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」 
５月強調月間 LT leader-training 

LT の機会をすべての会員で共有しましょう。 
自身の学びをメンバーとの親睦とクラブ活性化につなげましょう。   

高瀬稔彦理事（岩国みなみクラブ） 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
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。 

 
 
 
 
 
 
 

 
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  

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. 

《 2014 年 5 月の聖句 》 
＜主は羊飼い、わたしには何も欠けることがない。主はわたしを青草の原に休ませ憩いの水のほと

りに伴い魂を生き返らせてくださる。（以下省略）＞（詩編 23） 
今はまさに新緑の季節。緑の芝の上でのびのびと草を食む羊たち、のどかな田園風景、羊たちは羊

飼いに導かれて野で過ごす。この聖句は様々な場面で良く読まれる、平和、平安を表す象徴的な個所

です。復活の主に導かれてペンテコステ（聖霊降臨節）に至るときを、私たちは主に導かれて過ごし

たいものです。平和、平安を求めて。（Rev. Y） 
 

＜5 月第 1 例会＞ 

神戸 YMCA128 周年を記念する創立記念礼拝に出

席した後、グリーンヒルホテルでの懇親例会を持ちま

す。次期からの例会場、内容、役割等考える例会にな

ります。 
＜記＞ 

日 時：2014 年 5 月 8 日(木) 
場  所：18：30～ YMCA チャペル(神戸 YMCA 創立記念日礼拝) 

20：00～ グリーンヒルホテル神戸 
開会点鐘  佐野 睦会長 
聖句／祈祷 山崎往夫ﾜｲｽﾞ 
会食： 
・次期について考えます 

 ・5 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  

 

＜4月出席状況＞  出席率：89.5 % 
(出席総数) 17 /19 (出席率対象会員数) 
出席数：メン 17（内ﾒｲｸｱｯﾌﾟ0、広義会員0） 
メネット0､ゲスト1､ビジター1  計19名 
 

 
＜今後の予定＞ 
 
＜神戸 YMCA128 周年創立記念日礼拝＞ 
 5 月 8 日（木）18:30～YMCA チャペル 
＜5 月第 1 例会＞ 
  5 月 8 日（木) 20：00～ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 
＜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 
＜5 月第 2 例会＞ 
  5 月 22 日（木) 19：00～  YMCA 会議室 
＜神戸キリスト教青年会定期総会＞ 
 5 月 30 日（金）18:30～YMCA チャペル 

＜5 月のお誕生者＞ 
18 日 大野 勉ﾜｲｽﾞ     19 日 細見 俊雄ﾜｲｽﾞ 

 31 日 大野 智恵ﾜｲｽﾞ 

＜現在のファンド・累計＞ 
        3月      累計 

ニコニコ 3,000円 141,300円 
物品販売 0円 36,298円 



会長メッセージ 「GW(ゴールデンウィーク)」 
佐野 睦 

GW 真っ只中、皆様はどのようにお過ごしでしょうか？｢JTB の調べでは GW 期間中の旅行予定者数

を調査したところ、過去最高の約 2280 万人に上るそうです｡その内、海外への旅行者は過去 2 番目の

56 万人が旅行するそうです。」凄いですねぇ～ やっぱり景気は上向いてるのかな？ なんて思います

が、我々の業界に関していえばまだまだ下を向いているような気がします｡ 私自身で思えば休みを取

ると言うこと自体､ましてや連休なんてここ 20 年近くとったことがないです。 
これから Y’s では西日本区大会がありますね。しかし会長でありながら大事な時に休みが取れず、

参加できないことをお許しください。西日本区大会に参加される方､たくさんの親睦の時と学びの時を

過ごして頂きたいと思います。そして参加できない方々に楽しい報告をして頂きたいと思います。 
 

 
＜４月第１例会報告＞ 

４月 10 日（木）19:00～21:00 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 
ドライバー：森 恭子ﾜｲｽﾞ、 
出席者：クラブ会員 17，ゲスト 1、ビジター1 計 19 名

佐野会長による開会点鐘 
今月の聖句・祈祷：山崎往夫ﾜｲｽﾞ、 
今月よりホテルの部屋を借り切ってのビュッフ

ェスタイルはできなくなり、今までと同じ金額で

あれば既存レストランの一角にて弁当スタイルに

なることになり、今後はどうするかを課題とする。 
  
＜フットサル選手若林エリさんをお招きして＞ 

郡ﾜｲｽﾞが全面的に応援、

支援する若林エリ選手

をお招きし、元気の出る

お話を伺いました。 
若林選手は、埼玉出身。

小学生のころからプロ

サッカー選手をめざし、

高校卒業後、宝塚バニー

ズ（現京都バニーズ：なでしこチャレンジリーグ）

に入団。その後、埼玉レイナス（現浦和レッズレ

ディース）へ移籍。さらなる高みをめざして、 
2010 年タイのプロチーム、ラッタナ バンディッ

ト ユニバー シティーへ移籍。プロでありながら、

学生や働く選手とプレーするうちに、プロとして

の意識が高まる。帰国後、フットサルに専念し、

日本代表になることを目標に、神戸の Arco-Iris：
アルコイリス（兵庫女子１部リーグ・関西リーグ

所属）に入団。2013 年 11 月 4 日、北九州で行わ

れた第 10 回全日本女子フットサル選手権で優勝。

中心選手として活躍した。この時授与された金メ

ダルは、日本サッカー協会からの物で、天皇杯、

皇后杯で授与される金メダルと同様の物だそうで、

クラブ員一同実際に触らせていただいた。 

趣味は料理を作ること。好きな食べ物は寿司、豚

肉、お好み焼き、もんじゃ焼き、そば。 
郡さんの家の近くに在住。今後は、少年少女の育

成やフットサルの発展のために、さらに元気よく

活動されるとのこと。神戸ポート一同、応援して

いまあす！ 
＊ビジターは、さんだクラブ松本会長 
＊書記（2 月第 2 例会報告と承認、今後の予定） 
 5.17 コンサートのチケットは各自 5 枚販売する

ように配布され、淡路島の新玉ネギをファンド

として薦めること。 
＊YMCA 報告：坂本連絡主事 
＊3 月誕生祝、今月のうた 
＊ 閉会点鐘：佐野会長 

 
＜４月第 2 例会報告＞ 

日時：2014 年 4 月 24 日（木）19 時～   
場所：神戸 YMCA4 階第 2 会議室 
出席：大野勉、大野智恵、小田、郡、坂本、佐野、

鈴木、水野、森、山崎、（10 名） 
佐野会長遅刻連絡のため、大野勉ﾜｲｽﾞ司会進行 

１）4 月第 1 例会出席：メン 17，ﾒﾈｯﾄ 0，ｹﾞｽﾄ１，

ﾋﾞｼﾞﾀｰ１ 合計 19 名、出席率：17÷19＝89.5％ 
２）4 月報告の件 

4 月 10 日（木）第 1 例会フットサル若林エリさ

ん、ニコニコ献金 3,000 円 加えられた。 
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、両会場共にポー

トクラブより 3 名参加 
３）5 月 8 日（木）第 1 例会： 

18：30～ YMCA チャペルにて創立記念日礼拝 
 20：00～ ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙにて第 1例会 役割調整。 
４）6～8 月第 1 例会 

6 月 12 日：年度末反省評価  



7 月 10 日：部長公式訪問、会長就任式、 
卓話： 官兵衛の話（大野智恵ﾜｲｽﾞ推薦） 

５)西日本区大会：大野勉、小田、齋藤、鈴木、   

水野、森、山崎、山田、山田ﾒﾈｯﾄ計 9 名参加 
 役員会：鈴木、山田、代議員会：森（佐野会長

代理）、山田（六甲部部長）、鈴木（財政監事） 
◎物品販売、今回は行わない事に決定。 
◎会長代理参加の交通費について 

  代議員としての会長には西日本区より旅費支

給があるはずだが、出席できない。森副会長

が代理出席するが旅費支給はされないので、

クラブから森副会長の旅費を支出する。 
西日本区大会参加へのクラブからの補助につ

いては、次年度検討する。 
６）「チャリティーコンサート」 

5 月 17 日（土）フルートコンサート、くさぶ

え合唱、YMCA チャペルにて 100 名見込み、

入場料 2,000 円、案内ちらし、六甲部他クラ

ブには分担して訪問アピールしている、  

クラブ会員は１人 5 枚、くさぶえ 30 枚販売。

作成したチケットは全部出ているが、収支に

ついては、大野智恵さんを中心に行う。 
  当日役割分担について：大野ﾜｲｽﾞが調整の上、

別途連絡がある。 
７）クラブファンド：淡路の新たまねぎ、4 月 26

日（土）午前中 80 箱入荷、大野号、橋本号に

て運送。5 キロ１箱 1,500 円、各自取りに行

く事。すぐに完売した。 
８）ブリテン 5 月号：原稿 4 月 28 日（月）締切 5

月 1 日（木）発行、印刷、郵送 
 ・4 月第 1 例会（齋藤）・第 2 例会（鈴木）・ 
  5 月第 1 例会案内、5 月コンサート（大野勉） 

たまねぎ販売（大野智恵） 
 ・投稿、 諸報告、その他お願いします。 
９）EMC 入会候補者：大野智恵ﾜｲｽﾞ推薦、岡本さ

んは 5 月第 1 例会見学。 
木村暁美ﾜｲｽﾞ退会日 6 月末日とする。退会届

けお願いする。岡本さん入会式は 7 月予定。 
10）神戸 YMCA 会館改築に伴うクラブとしての

課題：第 1 例会会場、食事代、みなさんから

の提案を期待する。 第 2 例会会場とクラブ

ロッカーと備品については、今後検討。 
11）森次期会長より次期役割体制について： 
  本日再提案に対して、意見があり、さらに修

正する。 
 

＜淡路島の美味しい新玉ねぎをファンドに！＞ 
淡路島在住の奈良昭彦さんのご紹介で、淡路島

の農家の方より新玉ねぎを仕入れさせていただき

ました。ワイズの活動に共感してくださり、ファ

ンド作りに役立つのであればと、破格のお値段で

提供してくださったのです。ありがたいことです。 
 4 月 26 日、奈良さんに案内していただいて、橋

本ワイズ、小田ワイズ、大野ワイズと共に淡路島

の洲本市広石まで車 2 台で仕入れに向かいました。

一面に広がる玉ねぎ畑…。淡路島でどれだけ玉ね

ぎづくりが盛んか実感！5 キロ詰の箱を手際よく

車に積み込んでいきました。数を確認して作業終

了。お昼ご飯には、淡路島の美味しい肉・魚・野

菜を味わうことができて皆大満足でした。 
帰神してから配達を開始しましたが、皆さんと

ても喜んでくださり、「すごくおいしかったよ。も

う一箱あるかしら・・・」と言われる方もありま

した。新玉ねぎは、保存期間が短いので難しい面

もありますが、工夫

すると、とてもいい

ファンドになると思

います。 
この新玉ねぎファ

ンド、大きく育てて

いきましょう。（大野智恵） 
＜折りづるラン２０１４③ 

下関～山陽小野田２１km＞   
4月12日(土)早朝5時に神戸を出発しなければな

らないため、同行の山崎ﾜｲｽﾞは前夜から大野家に

泊まられることになりました。午前 5 時出発。山

陽道を経て一路下関へ。 
11:30：関門トンネル人道入口をスタート。今回は、

熊本～福岡間（5 月 3,4,5 日にランの予定）をワー

プして、山口県を走ることにしました。海岸沿い

は、明治維新の遺跡が多く残っていました。快調

に 2km 走ったころから、右脚健あたりの痛みが激

しく、引きずりながらのラン。せっかくここまで

来たのだから、少なくとも 20km は走ろうと、気

持ちだけは強く、無様なランニングを 3 時間半も

続けることになった。途中、痛点を冷やしながら

のランでしたが、景色はよく長府の街並みや神戸

製鋼の敷地沿いの桜並木に感心しながらのランで

した。山崎さんには、超スローペースのランにお

付き合いしていただくことになり、申し訳ありま

せん。午後 3 時、山陽小野田市内の埴生小学校で

ラン終了。その後、高杉晋作ゆかりの「晋作の湯」



に浸かった後、神戸めざしてドライブ。午後 11 時

の帰神でした。今回無理を押して出かけたのは、

山口県内のコースを確かめるのと、およその必要

日数を調べるためでした。けっこう広い山口県。

目的地の岩国に、西日本区大会までに到着できる

よう、体調整えて臨みたいです。 

 
＜東日本大震災復興支援平和チャリティ 

吉岡美恵子フルートコンサート＞ 
5 月 17 日（土）午後 3 時～5 時、神戸 YMCA チ

ャペルにて開催。 
神戸ポートワイズメンズクラブでは、毎年チャリ

ティーコンサートを開催してきました。今回は、

神戸在住の名フルーティスト吉岡美恵子氏をお招

きしました。また、会場の神戸 YMCA チャペルは、

会館建替えのため、9 月から解体されます。別れ

を惜しんでのコンサートになります。そこで、阿

部望先生率いる混声合唱団くさぶえにも共演して

いただくことになりました。 
以下、吉岡美恵子氏のプロフィール 
神戸生まれ。神戸大学教育学部

音楽科卒業、同大学院終了。故

J.P.ランパル、M.ラリュー、A.
アドリアン、C.ラルデなど、海

外の著名なフルーティストた

ちと共演。 
（後略：当日をお楽しみに） 
＜諸報告・お願い＞ 
＊5.17 チャリティーコンサートのチケット販売の

実態をお知らせください。各自にお渡ししたチ

ケットはできるだけ現金でお返しください。ど

うしても難しい方は大野智恵ﾜｲｽﾞにできるだけ

早くお知らせください。次の手を打たなければ

なりません。六甲部各クラブを訪問して頂いた

方も販売枚数をお知らせください。全体の入場

予定人数を把握したいと思います。 
＊次期クラブ役割表を森次期会長が作成されて調

整しています。役割の内容に基づく担当につい

てご確認ください。変更や疑問のある方は至急

森次期会長に申し出てください。 
＊第 1 例会会場、食事代、みなさんからの提案を 

お願いします。駅に近く食事付で会議のできる 
会場です。 

＜理事通信 5 月号より＞ 
＊西日本区としてはこのところ解散するクラブが

出てましたが、久しぶりに新しいクラブが設立

されました。熊本スピリットクラブが熊本ひが

しクラブのスポンサーのもと、4 月 26 日国際協

会加盟認証状伝達式を迎えられました。 
＊西日本区理事事務局では今期のクラブ例会、行

事の楽しそうな笑顔いっぱいの写真を 1 クラブ

10 カットまでとして募集しています。是非出品

しませんか？ 西日本区大会に使用とのことで

す。ポートクラブアピールのチャンスです。 
 

神戸YMCAマンスリーレポート 
1．新年度プログラム、スタート 

 4 月 1 日から 2014 年度の事業、プログラムが

開始されています。新たに学園都市駅近くに

「YMCA ちとせ保育ルーム」を開所し、また新

たな指定管理の場所として、北須磨文化センタ

ーと西体育館（西区）での運営が始まっていま

す。 
2．入園式、入学式挙行 
 4 月 1 日（火）に、神戸 YMCA の保育園各園

では入園式が行われ、10 日（木）にはちとせ幼

稚園で、11 日（金）には西神戸 YMCA 幼稚園

で入園式が行われました。4 月 9 日（水）には

専門学校（ホテル学科・日本語学科合同）の入

学式が、10 日（木）には高等学院の入学式が行

われ、フレッシュな生徒・学生を迎えました。 
 なお、専門学校を含むカレッジ部門は 4 月か

ら新神戸オリエンタルアベニュー2階に移転し、

新学期はここで開始されました。 
3．ファミリーウエルネスセンター進捗状況 

 脇浜のファミリーウエルネスセンターは順調

に工事が進められていて、現在は 5 階全フロア

の床張りが終わり、外壁工事が続けられている

ところです。屋上まで各階の見学をすることが

できるようになりました。阪神高速や国道 2 号

線からもよく見渡せる目だった建物になってい

ます。 
4．今後の予定    
 1) 創立記念日礼拝 
   日時：5 月 8 日（木）午後 6:30～8:30 

2) 神戸キリスト教青年会定期総会 
日時：5 月 30 日（金）午後 6:30～8:30 


