
 

 

 

 

 

   

 第 321 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 9 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》 

９月強調月間 Menettes 
各クラブでメンがメネットの参加を促せる例会の企画を！ 

メネットは是非例会に参加し、ワイズの醍醐味を味わってください！ 
  西村寛子メネット事業主任（京都プリンスクラブメネット） 

 
 

      

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
第１例会参加費は食費代 2000 円です。正会員の欠席､及びメネット・ゲスト他出席は、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９月の聖句 》 
 

＜初めに、神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いてい

た。神は言われた。「光あれ。」こうして光があった。＞（創世記１章 1-3） 
私たちは 8 月の自然災害の猛威の前に立ちすくんだ。台風 11 号、広島市の土砂災害など。3 年半前の「東

日本大震災」と「福島（これは人災）」に思いを馳せつつ、上記の創世記冒頭の聖句と出会う。この創造物

語は、バビロン捕囚（民が囚われ、故郷を喪失、移住の苦難）のただ中で書かれたものであると聞いた。そ

の時、初めて｢混沌｣と、「深淵」の中で、神が「光あれ」と語られた言葉が、二重写しになって私には聞こ

えてくる。 （Rev.T N） 

＜9 月第 1 例会＞ 

 六甲部部長公式訪問を受け、メネットの月として西

日本区メネット事業主任を迎えて今年度メネット事

業方針から「希少難病患者」について学びます。 
＜記＞ 

日時：2014 年 9 月 11 日(木) 19 時～21 時  
場所：三宮ターミナルホテル４F 
会費：2,000 円  ドライバー：丹羽和子ワイズ 
開会点鐘:森恭子会長 聖句祈祷:西澤他喜衛ワイズ 
六甲部部長公式訪問挨拶：多胡葉子さま 
会食・懇談 
西日本区メネット事業主任：西村寛子さま 
スピーチ：小泉二郎さま、中岡亜希さま 
9 月の誕生者お祝い及び諸連絡、今月のうた 
閉会点鐘：森 恭子会長 

＜9月出席状況＞ 出席率：78.9 % 
(出席総数) 15 /19 (在籍会員数) 
出席数：ワイズ 15（内メイクアップ1） 
メネット1､ゲスト2､ビジター0   計18名 

＜今後の予定＞ 
＜六甲部部会＞ 
 9 月 6 日（土）10：30～ 関西学院会館 
＜ 9 月第 1 例会＞ 
 9 月 11 日（木）19:00～ 三宮ターミナルホテル
＜ 9 月第 2 例会＞ 
  9 月 25 日（木) 19：00～ 神戸市勤労会館（三宮）
＜10 月第 1 例会＞ 
 10 月 9 日(木) 19:00～ 三宮ターミナルホテル 
＜10 月第 2 例会＞ 
  10 月 23 日(木) 19：00～神戸市勤労会館（三宮）

＜9 月のお誕生者＞ 
  該当者なし  

＜現在のファンド・累計＞ 
          8月      累計 

ニコニコ     0 円    1,000円 
物品販売      0 円      0 円 



会長メッセージ 
森 恭子 

残暑見舞い申し上げます。 
気象庁によると、今年の夏は「平成 26 年 8 月豪雨災害」と命名されるほど、兵庫県も含め豪雨被害が各地で

発生しました。楽しい夏の予感は一転し、大きな爪跡を残すこととなりました。一日でも早い復興を祈らずに

はおられませんが、同時に日々の営みが「当たり前」ではないことを痛感します。9 月の第 1 例会では、メ   

ネット事業が取り組んでいる希少難病患者の方々が置かれている状況について学びのときを持ちます。思いも

よらず課題や試練に遭遇する人生において、仲間から与えられる励ましは想像を超える大きな力となります。

困難な事態の一方で、新しい YMCA の動きもいよいよスタート致しました。それぞれの働きが十分に活かせ

るよう、日々への感謝、仲間への感謝を確認しながら第 1 例会を、みなさまとともに迎えたいと思います。 
 

9 月のスピーカー 
小泉二郎氏 
（社）ユニバーサル・フィールド代表理事 
治療法、治療薬の研究がされず、国からの支援のない

希少難病患者支援を行う NPO 法人を設立後、活動を

更に発展、充実させるためにユニバーサル・フィール

ドを立ち上げて、日本におけるノーマライゼーション

社会の実現を目指し活動中。 
中岡亜希氏 
（社）ユニバーサル・フィールド副代表理事 
日本で 300~500 人と推定される「遠位型ミオパチー」

の患者。手足の先から徐々に筋力が低下していく進行

性の難病で、今は下半身がほとんど動かず、握力もご

くわずかで、車いすでの生活ではあるが、「運命を使

命として捉え」希少難病患者支援に力を注ぐ。 
 
＜8 月第 1 例会報告＞ 
8 月 23 日(土)16:00～ 児童養護施設 神戸真生塾の 
納涼大会への「たこやき、焼きとうもろこしを調理、 
販売し、食券購入と飲食による奉仕活動でした。 
ポートクラブチャーター１年目から続いている地域奉

仕活動で、児童養護施設の子どもたちが夏休みの最後

に夜店での買い物を体験し、歌や踊りを披露し合って

楽しむ納涼大会です。普段から元気いっぱいの子ども

たちですが、高学年の子どもたちはさらに元気いっぱ

いに夜店で販売し、舞台に出演しました。ワイズメン

バーは販売作業の他に子どもたちと仲良くなって、出

来るだけ食券を多く買って飲食することで奉仕するこ

とが出来ました。当日は郡委員長リードの下、見事に

206 人分のたこ焼きと焼きとうもろこしを完売しまし

た。当日の材料経費はクラブ会計から支出し、売上げ

代金（20,600 円）すべても真生塾に寄付することが出

来ました。 
〔参加者感想〕 
真生塾の納涼大会はほとんど毎年参加しています。

子どもたちの笑顔、そして近所の方々との交流も楽し

いひとときでした。私はいろんな物を食べて売上げに

貢献する係でした。  （齋藤勲） 
 

 
 
私は香港から派遣された宣教師で、岡本教会に所属

しています。齋藤さんから誘われて参加しました。「た

こやき」作りは初めてで、なかなかうまく出来ません

でしたが、楽しい経験でした。多くの方々とも知り合

いになりました。ありがとうございました。（林美恩） 
＜8 月第 2 例会報告＞ 
日時：2014 年 8 月 28 日（木）19 時～20 時 50 分   
場所：神戸市勤労会館（三宮）306 号室 
出席：大野勉、大野智恵、郡、斎藤、坂本、鈴木、    

丹羽、橋本、廣瀨献児、山崎、山田（11 名） 
１）8 月第 1 例会出席：ワイズ 14､メネット 1（佐野

恵美）､ゲスト 2（林美恩、王恩彗）、ビジター0 合計

17 名 出席率：14＋(メイクアップ 1 名)÷19＝78.9％ 
（欠席小田、西澤、廣瀨頼子、細見メイクアップ期待） 
２）森会長欠席のため、橋本副会長により議事進行。 
３）8 月活動報告の件 
＊8 月 23 日（木）第 1 例会、神戸真生塾納涼大会「た

こやき、焼きとうもろこし」 
材料代＋売上げ総計を寄付することが出来た。 

＊8 月 28 日（木）第 2 例会 神戸市勤労会館 306 室

にて開催。 
＊8 月 16 日～18 日東京むかでクラブ 8 月特別例会 

ファミリーキャンプ：大野勉、山田ワイズ出席 
＊8 月 2 日（土） さんだクラブ花火例会：山田ワイズ

出席 



４）今後の第１例会検討： 
＊9 月 11 日（木）：メネットの月、六甲部部長公式訪

問、ドライバー：丹羽和子ワイズ 
六甲部部長公式訪問として多胡葉子部長、若林成幸

書記は招待。本年度メネット事業主任の方針から 
 「希少難病の現状と支援」について学び、講師は、

希少難病患者支援を行っている社団法人ユニバー

サル・フィールドの代表理事小泉二郎さん・副代表

理事中岡亜希さん。ビジターとしては、西村寛子区

メネット事業主任・森節子メネット会計（京都プリ

ンスクラブ）、京都 ZERO クラブから河村栄二会

長・佐古田正美書記・谷口みゆき交流委員長の 3 名

予定。尚、講師のお二人は皆さんとお食事をご一緒

できない状況の為、食事招待の範囲で検討する。 
（中岡さんは希少難病患者さんでもある。） 
＊10 月 9 日（木）：森会長の提案により準備、次回決

定する。現在の若者が直面している労働の問題を取

り上げて「ブラック企業」を検討する。三宮ターミ

ナルホテル、ドライバー橋本忠男ワイズ 
＊11 月 13 日（木）：「軍師官兵衛の話」 
＊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。 
５）今後の予定 
＊9 月 6 日（土）10：30～14：00 六甲部部会、関西

学院会館 
出席予定：大野智恵、小田、佐野、鈴木、廣瀨献児、

水野、山崎、山田、8 名。 
会費6000円は事前振り込みだが、会計不在のため、

鈴木が本日預かって振込処理する。 
＊他部の部会に参加希望者は山田書記がまとめて申し

込むので、届けてください。 
8/31 中部部会、9/13 阪和部部会、9/14 京都部部会、

9/20 中西部部会、9/21 びわこ部部会、9/27 西中国

部部会、9/28 九州部部会、10/4 瀬戸山陰部部会 
＊9 月 27 日（土）「WAP ふれあいまつり」への支援、

大野智恵ワイズよりブリテンにて紹介されている。 
＊11 月 3 日神戸 YMCA チャリティーラン：協賛金

（品）のお願い。クラブとしては当日協賛委員会に

よるラッフル券販売を担当し、奈良の柿と、柿チッ

プを、販売する。 
６）今後の課題 
・DBC（長野クラブ）と IBC はタイ・チェンライク

ラブがチャーターしたので、検討してはどうか？ 
・第 1 例会内容と持ち方について： 
 会場、ドライバー、会場設定と受付係について、プ

ログラム委員から提案して頂く。特にターミナルホ

テルの部屋は25名程度なので、注意が必要である。 
・じゃがいもは例年通り 10 月中旬を予定するが状況

を見て金額が決まったらチラシを作成する。  
・六甲部メネット事業として 4 月 4 日にチャリティー

コンサートを予定しているので、ポートクラブとし

てはこれを支援することとしてクラブ独自のコン

サートは控えることとする。 
７）ブリテン 9 月号：原稿 9 月 1 日（月）締切、9 月

4 日（木）発行、印刷、郵送。但し、水野ワイズが

4 日出張の為、4 日に完成させて、作業は４日に行

う。 
 ブリテンはできるだけネット配信して郵送を減らす

ように工夫するが、入会候補者、じゃがいも販売協

力者等、郵送希望の方は鈴木ワイズまでお知らせ下

さい。 
８）2014－15 年度ロースター配布は後 2 名なので､鈴

木ワイズが預かっている。東日本区のロースターは

共通に使用と言うことで例会用の備品として黒鞄

に入れておく。 
９）最後に希少難病患者支援に関しての DVD（8 分程

度）を鑑賞し、内容の理解を深めた。 
<DBC 東京むかでクラブ 野尻ファミリーキャンプ> 
  今年も 8/16(土)～18(月)に野尻ファミリーキャンプ

に大野､山田で参加した。途中、京都めいぷるクラブの

山川ワイズも合流､にぎやかな楽しい道中となった。 
  初日には昨年亡くなられた故 藤本ワイズ（東京むか

でクラブチャーターメンバー、元日本区理事）を偲ぶ

会から開始。その後恒例の BBQ でしたが生憎の雨。

藤本様の別荘内でお世話になり、急遽奥様の入会式ま

で実施することになった。 
  17(日)の特別例会では、長野クラブ 塩入ワイズによ

る卓話と楽しい会食。東日本区、西日本区合わせて 7
クラブメンバーが集う機会であり、昨年に増して、

DBC の意義を感じ 
た例会であった。 
 
                              
 
 
 
 
 

<特別例会の料理

と乾杯のシーン> 
  12 月のクリスマス例会での再会がとても楽しみで

ある。 (山田記) 



広島・丹波・福知山豪雨災害支援について 
世界中で、日本の中でも多くの災害が起こっています。

特に YMCA が関わり支援活動として動き出している

福知山、丹波と広島での豪雨災害支援については京都、

神戸、広島の各 YMCA が募金を開始しています。神

戸YMCAでは丹波地域について三田YMCAを通じて

支援していくことになるようです。我々ポートクラブ

としては、神戸 YMCA の国際協力募金を通じて支援

すると共に、最も大きな広島については個人の思いで

支援して頂きたいと思います。いつも 1995 年に受け

た支援への感謝の気持ちで応援しましょう。  
 
折りづるラン 2014 宮古～摂待（三陸鉄道） 
8 月 11 日（月）宮古から北へ 25km の摂待駅まで列

車に乗り、宮古ボランティアセンターまで走って戻り

ました。午後は、水泳教室に参加しました。 

 

 
岩手県宮古市津軽石小学校での水泳教室に参加 

 
＜諸報告・お願い＞ 
＜2014―15 ハンドブック＆ロースター＞ 
新年度のロースターが届いています。十分に活用して 
ください。ハンドブックは毎年更新されています。西 
日本区の理事方針や事業内容を理解してください。尚、 
名簿は個人情報がいっぱいですので、取り扱いには十 
分注意してください。不要ロースターの処理にお困り 
の方は鈴木書記に預けてください。発行印刷社に処理 
してもらいます。           （鈴木記） 
＜会計より＞ 
2014 年度上半期 6 ヶ月分クラブ会費お願いします。8
月例会に出られませんでしたので、失礼しましたが、

出来るだけ現金で会計までお願いいたします。銀行振

込ご希望の方は直接会計にお問い合わせください。 
                （小田記） 
＜部会訪問＞ 
続々と部会の案内が届いています。是非可能な部会を

訪問してください。詳細、申し込みは山田書記まで。 
＊阪和部 9 月 13 日(土) 和歌山 YMCA 
＊京都部 9 月 14 日(日) 京都 ANA ホテル 
＊中西部 9 月 20 日(土) 大阪キャッスルホテル 
＊びわこ部 9 月 21 日(日) 大津プリンスホテル 
＊西中国部 9 月 27 日(土) 岩国 YMCA 
＊九州部 9 月 28 日(日) 天草方面 
＊瀬戸山陰部 10 月４日(土) 鳥取県智頭町(山田記)      

神戸YMCAマンスリーレポート 
１．三宮会館閉館･ファミリーウエルネスセンター開

館 
 7 月 31 日（木）をもって、42 年間活動してきまし

た三宮会館の活動を終了し、8 月 2 日（土）に三宮会

館感謝礼拝を開催しました。それぞれに三宮会館に思

いを持つ会員、旧職員、リーダーOBOG などが集まり、

寂しい思いの中にお互いを懐かしむ笑顔が溢れる時と

なりました。 
 同じ 7 月 31 日、一方の脇浜のファミリーウエルネ

スセンターでは、建築工事が完了し、8 月 30 日（土）

に献館式が行われました。シアトル YMCA や内外の

ゲストを迎え盛大に完成を祝いました。9 月 1 日（月）

からグランドオープンしています。 
２．福島の子どもを招く I'm a partner Camp 開催 
 この夏も福島の子どもたちを招くキャンプが余島で

開催され、多くの子どもたちが福島からやってきまし

た。7 月 27 日（日）から 31 日（木）まで、子どもた

ちは様々な体験を通して、リフレッシュし、成長した

ことでしょう。特別にご支援をいただいた皆さんに感

謝いたします。 
３．台風 11 号直撃！ 
 去る 8 月 10 日（日）の午前に台風 11 号が兵庫県に

再上陸し、余島へのダメージも心配されましたが、比

較的軽度で安堵しました。それでも実施中のキャンプ

の中断中止や 10 日前後のキャンプは余島だけでなく

ブランチキャンプも中止となり、子どもたちには残念

な思いをさせました。しかし、安全を最優先して断腸

の思いで決断し、細心の注意をもってプログラムの遂

行に当たりました。 
４．今後の予定    
 第 31 回チャリティゴルフ 
   日 程：10 月 22 日（水） 
   場 所：芦屋カンツリー倶楽部 


