
 

 

 

 

 

    

 第 318 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６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」 
６月強調月間 評価・計画 

クラブが発展するために計画の進捗管理をおこない、 
成功と失敗の経験と知識をきちんと次期に引き継ぎましょう！ 

      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。 
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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 6 月の聖句 》 
＜五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然、激しい風が吹いてくるような音が聞こ

え、彼らが座っていた家中に響いた。そして、炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどま

った。すると、一同は聖霊に満たされ、“霊”が語らせるままに、ほかの国々の言葉で話し出した。＞（使徒

言行録 2：1－4）       6 月 8 日はキリスト教の暦では「ペンテコステ」（聖霊降臨日）と呼ばれ

る日で、この時からキリスト教が世界に広められたと言われています。世界が一つになることを願っている

私たちですが、今の世界はさらに分裂しようとしています。Y のモットーである「すべての人を一つにして

ください」と言う祈りを共にしたいものです。 （Rev. Y） 
 

＜6 月第 1 例会＞ 

佐野会長期最後の例会です。１年間の活動を振り返

って反省、評価をして次期森恭子体制につなげましょ

う。ターミナルホテルでの最初の例会になります。 
今後の例会場、内容、役割等考えましょう。 

＜記＞ 
日 時：2014 年 6 月 12 日(木) 
場  所：19：00～ 三宮ターミナルホテル 4 階 
（JR 三ノ宮駅中央口ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾃﾙカフェ、EV で 4F ヘ） 
開会点鐘：佐野 睦会長 
聖句／祈祷：山崎往夫ﾜｲｽﾞ 
会食： 
・2013－14 年度の評価反省、会長及び事業委員長 
・2014－15 年度について考えます 

 ・6 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  

＜5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3、広義会員0） 
メネット0､ゲスト2､ビジター0   計19名 
 

＜今後の予定＞ 
＜6 月第 1 例会＞ 
  6 月 12 日（木)19：00～三宮ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾃﾙ 
＜西日本区役員会・代議員会＞ 

6 月 14 日（土）シンフォニアいわくに 
＜第 17 回西日本区大会＞ 
 6 月 14 日・15 日シンフォニアいわくに 

岩国国際観光ホテル 
＜6 月第 2 例会＞ 
  6 月 26 日（木) 19：00～ 三宮労働会館 
＜神戸 YMCA 午餐会＞ 
 6 月 28 日（土）12:00～YMCA4 階 
＜福島に生きる「飯館村の母ちゃんたち」 
 6 月 28 日（土）14:30～YMCA チャペル 

＜6 月のお誕生者＞ 
1 日 水野 雄二ﾜｲｽﾞ      
 

＜現在のファンド・累計＞ 
        ５月      累計 

ニコニコ 1,000円 142,300円 
物品販売 51,000円 87,298円 
（玉ネギ 45,900円・柿チップ 5,100円） 
  



会長メッセージ 「ありがとうございました」 

佐野 睦 
皆様に支えられ 1 年が終わろうとしています。西日本区大会に参加できずに会長職を終わるのは 少し心

残りはありますが、仕事の事をおろそかにするわけにも行かずやむなく欠席という形になりました。申し訳

ございません。この１年を反省してみても皆様にご迷惑をおかけした事しか思いつきません。特に今年に入

ってからは例会出席もままならないほど忙しくしていたので欠席の月もあったように思います。でも、自分

なりには多くの方と出会う事ができ、また、色々な方のお話を聞かせていただき大変よかったのではないか

なと自己満足しています。 
この 1 年 YMCA や Y’s に関する事、その他色々な事を沢山勉強しました。この事をこれから Y’s の一員

として誇りを持って色々な方面で活躍していきたいと思っています。本当にこの１年間サポート頂き感謝で

す。ありがとうございました。 
 

＜５月第１例会報告＞ 
5 月 8 日(木)18：30～ 神戸 YMCA チャペルにて、 
神戸 YMCA 創立記念礼拝に出席した後、20 時～グ

リーンヒルホテル神戸にて第 1 例会開催した。 
ドライバー：森恭子ﾜｲｽﾞ、出席者：会員 1４名、欠

席 5 名：佐野、民谷、西澤、廣瀨頼子、細見  
ゲスト：2 名、 ビジター：なし 
開会点鐘：森副会長、聖句・祈祷：山崎往夫ﾜｲｽﾞ      
会食（約 30 分程度） 
＊ゲスト 2 名、岡本正さんと熊内弘次さんから自己

紹介と障がい者訓練活動の思いが語られた。 
＊森次期会長から次年度体制について修正案を提

出して確認した。ロースターの最終校正が 5 月末

の為、役割体制、事務所、連絡先、例会場等、ま

たロースターの配送先について決める必要があ

るが、第 2 例会で確定する。 
＊チャリティーコンサートチケット販売状況確認 
 当日役割について検討された。 
＊書記より、第 2 例会報告、今後の予定、西日本区

大会の件等報告された。 
5 月誕生祝、齋藤勲ﾜｲｽﾞによる今月のうた「おう、

牧場はみどり」  閉会点鐘：森副会長 
 
＜５月第 2 例会報告＞ 
日時：5 月 22 日（木）19 時～   
場所：神戸 YMCA4 階第１会議室 
出席：大野勉、大野智恵、小田、鈴木、西澤、森、

（6 名）佐野会長欠席の為森次期会長が司会進行 
１）5 月第 1 例会出席：メン 14，ﾒﾈｯﾄ 0，ｹﾞｽﾄ 2，
ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 合計 16 名、出席率：（14＋ﾒｲｸｱｯﾌﾟ 3）
÷19（会員 20 内広義会員１）＝89.5％確定 

２）5 月 8 日（木）第 1 例会、次期体制と例会会場

に付いて、ゲスト 2 名、岡本正さんは入会候補者。

ニコニコ献金１,000 円  

３）6 月 12 日（木）第 1 例会：19：00～三宮タ 
ーミナルホテル 4F、年度末反省評価の会とす 
る。食事数確定の必要あり。一人 2,000 円。佐野

会長による最後の例会としてドライバー役をお

任せする。森恭子次期会長は当日出席できないが、

次年度会長方針案提案する。第 2 例会は 6 月 26
日（木）三宮勤労会館 306 号室とする。 

４）7～8 月 例会予定： 
7 月第 1 例会は 10 日（木）YMCA4 階第 3 会議

室とし、部長公式訪問、会長就任式、卓話は、大

野智恵ﾜｲｽﾞ推薦で、「姫路歴遊会」顧問の芳賀一

也さんによる「軍師官兵衛のお話」。 
第 2 例会は 24 日（木）YMCA 会議室最後の使用

とし、ロッカー、備品をすべて片付ける。 
8 月は 23 日（土）の神戸真生塾納涼大会を第 1
例会とし、第 2 例会は 28 日（木）としたい。 

５)西日本区大会：大野勉、小田、齋藤、鈴木、   

水野、森、山崎、山田、計 8 名出席予定。 
 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） 
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、混声合唱

団くさぶえによる合唱、案内チラシ 500 枚印刷、

チケットは 150 枚準備し、120 枚以上を販売でき

たが、当日参加者は 80 名に止まった。収入合計：

245,000 円、支出：当日経費に YMCA への支払

いを含めて整理中、収支残額の内 10 万円は東日

本復興支援に送り、さらに残額は神戸 YMCA 国

際協力募金に贈ることを提案する。 
７）クラブファンド：淡路の新たまねぎ販売の収 

支差額純益は 45,900 円、コンサートでの販売に 
よる柿チップは純益 5,100 円となった。 

８）7 月第 1 例会にて入会式を予定していた入会 
候補の岡本さんが入会を辞退された。 



９）神戸 YMCA 会館改築に伴うクラブとしての課

題、山崎ﾜｲｽﾞと鈴木ﾜｲｽﾞは、三宮センター街の「セ

ンタープラザ西館」を見学した。閉館は 21 時、

道具の保管は不可、18 人室 5,000 円程度。ター

ミナルホテルも見学したが、6 月第 1 例会使用の

後検討する。第 2 例会場も勤労会館を使ってから

検討する。ロッカーと備品は 7 月例会の日に作業

し、備品等は大野勉・智恵ﾜｲｽﾞ宅に、ロッカーは

郡ﾜｲｽﾞ宅ガレージに置かせて頂く。 
10）森次期会長より次期クラブ役割体制について第

3 案と、年間計画が出され、役割体制表はブリテ

ン 6 月号に掲載し、会長標語と方針、活動計画は

7 月に発表する。 
 
＜2014－15 年度クラブ役割体制＞ 
「それぞれが活躍できるように。また、変化を作る

体制をめざして。この 2 点を意識して次期の役割を

考えました。それぞれのメンバーが活き活きと喜び

と楽しみをもって活動できることを、みんなで考え

協力しながら一年を進めていきたいと思います。」 
                 （森 恭子） 
会 長：森 恭子 
副会長：廣瀨献児・橋本忠男 
書 記：鈴木誠也・齋藤 勲・山田滋己 
会 計：小田 浩・丹羽和子  
チャプレン：西澤他喜衛、監 事：山崎往夫 
直前会長：佐野 睦、連絡主事：坂本庸秀 
Y サ・ユース事業：廣瀨頼子・郡 美恵子 
地域奉仕環境事業：郡美恵子・民谷清・大野智恵 
EMC 事業：廣瀨献児・佐野 睦 
ファンド事業：橋本忠男・大野智恵 
交流事業：山崎往夫・山田滋己 
広報・ブリテン：鈴木誠也・廣瀨献児 
広報・HP：大野 勉・細見俊雄 
プログラム：大野 勉・水野雄二 
メネット連絡：大野智恵・丹羽和子 
メール委員：森 恭子 
 

東日本大震災復興支援平和チャリティー 
吉岡美恵子フルートコンサート 

 5 月 17 日（土）15 時から、神戸 YMCA 三宮会

館チャペルで「東日本大震災復興支援 平和を創り

出すコンサート」を今年も開催することができまし

た。チャペルで行う最後のコンサートということで、

感謝と慈しみの思いを胸に、2 時間たっぷりと、美

しい音楽に浸ることができました。 

 

 
混声合唱団くさぶえのみなさん、そして指揮者の

阿部先生には、これまでにもたいへんお世話になり、

今回もこうして共演していただいたことに感謝の

気持ちでいっぱいです。そして、神戸出身のすばら

しいフルーティスト吉岡美恵子さんと伴奏の平山

朋子さんをお招きしてのコンサートは、音楽を大切

にする神戸ポートクラブの真骨頂ともいうべきも

のでした。豪華でなおかつ優しい音に、心癒されま

た、勇気を与えられました。 
もっともっと多くのお客様をお呼びしたかった

という思いが募りました。今後のチケット販売の戦

略も、再度検討してより多くの人と時間と思いを共

有できるような豊かなコンサートを今後も目指し

たいです。             （森 恭子） 
折りづるラン２０１４ 

いよいよクライマックスへ 
脚の痛みにもくじけず、5 月 18 日（日）に山口

へ向かいました。今回一緒に走ったのは、高石とも

やさんを通じて知り合ったランナー井内朋博さん。

「折りづるランに興味があります」と以前聞いてい

たので、お誘いしたところ、OK ということで、一

緒に出かけた。道々お話ししていると、なんと姫路

YMCA 予備校時代、山田滋己ﾜｲｽﾞと同級生という

ことで、大いにビックリ。途中、山田氏に電話をし

て旧交を確かめ合っていただきました。 
スタートは前回山崎ﾜｲｽﾞと行った、山陽小野田市

埴生小学校前から、交互に走って防府市の手前まで

進みました。岩国まではあと 84km。いよいよフィ

ナーレに近づきました。次回は、6 月 7 日、8 日、

クライマックスです。 



 
折りづるランの思いを語っているうちに、井内さ

んは賛同してくださり、ご自身が走った 30km 分の

募金（3 千円）を申し出てくださいました。また、

ワイズメンズクラブの活動にも興味をもたれ、7 月

の例会にはご出席いただけるとのことです。山田部

長との旧交も再燃していただきたいですね。 
               （大野ベン） 
 

初夏の秋山郷（栄村）に集う特別例会のお知らせ 

長野ワイズメンズクラブ 
 日時：6 月 28 日（土）29 日（日） 
 会場：栄村秋山郷上野原温泉 

「のよさの里（牧之の湯）」 
秋山郷 14 時到着～各自散策、入浴など～ 
    18 時から例会出席～食事～歓談 
15 時～16 時まで、秋山郷の子供さんや家族の方を

お招きして、イングリッシュハンドベルの演奏会と

朗読の会があります。（場所はのよさの里） 
※楽しそうです！一緒に参加しませんか？ 
 
＜諸報告・お願い＞ 

2014-15 年度六甲部準備役員会・引き継ぎ会 
5 月 10 日（土）開催されポートクラブからは山田

部長、大野書記、山崎会計、森次期会長、大野智恵

次期メネット事業主査が出席した。多湖次期部長か

ら活動方針と行事日程及び部長訪問の調整があり、

次期事業主査の活動方針の発表があった。 
世界YMCA大会・世界YMCA退職者連盟総会が、

来る 6 月 29 日～7 月 5 日米国コロラド州エステス

パークのロッキー山 YMCA にて開催されますが、

神戸ポートクラブの廣瀬献児・頼子夫妻と山崎往夫

ﾜｲｽﾞ及び神戸 YMCA スタッフの大津創さんが参加

されます。       （山崎記） 
神戸 YMCA ボランティアリーダートレーニン

グ・委嘱式が 5 月 18 日開催され、クラブから 1 万

円の協力金を贈ると共に、佐野会長は委嘱式に出席

してこれからの活動に対して激励されました。 
 

福島に生きる「飯館村の母ちゃんたち」 
映画制作中間報告上映会とトークイベント 

日時：6 月 28 日（土）14:30-16:00 
場所：神戸 YMCA 三宮会館チャペル 
入場料：500 円   主催：神戸 YMCA 
協力：神戸 YWCA・ワイズメンズクラブ六甲部 
 
＜六甲部長としての最後の一言＞ 
  昨年の 1 月､西日本区 次期役員研修会に出席し新

たな気持ちで準備を開始しました。しかしながら､

年度はじめの 7 月から所属する会社での異動があ

り思ったように活動できない日々が続くことにな

りました。各部会の往復にも業務のレポートを作成

したりメールを処理したり・・・等々。このような

状況でしたが､六甲部 8 クラブの交流をより活発に

したいとの想いを皆様が支えて下さり､結果的には

より活発な 1 年間に出来たのではないかと考えて

おります。大きな感謝の気持ちで一杯です。これか

らも、支えて下さった六甲部をはじめとする各クラ

ブの皆様へ、そし我が神戸ポートクラブへお返しが

できるよう、可能なかぎり活動に尽力してまいりま

す。1 年間ありがとうございました。 
                  山田滋己 
 

神戸YMCAマンスリーレポート 
１．創立記念日礼拝、開催 
 創立 128 周年の記念日礼拝が 5 月 8 日（木）に開

催され、前会長・理事長の武田寿子さんに奨励をお

願いしました。「YMCA からの賜物 ～11 年を振

り返って～」という題でお話をいただきました。奉

仕の業から得た多くの賜物についてお話しくださ

いました。 
２．新たな主事認定 
 井上真二さん（カレッジ）と齊藤 靖さん（本部

事務局）が日本 YMCA 同盟主事資格審査に合格、6
月 1 日付で主事認定を受けられました。 
３．今後の予定    
第 33 回午餐会 

  余島が位置する小豆島。今回は小豆島町長をお迎え

し、小豆島の魅力を語っていただきます。 
日時：6 月 28 日（土）正午～午後 2 時 
場所：神戸 YMCA 4F 会議室 
テーマ：「小豆島の活性化と神戸 YMCA への期待」 
講師：塩田幸雄さん（香川県小豆郡小豆島町長） 
会費：1,500 円 
    ＊ご予約ください。 


