
 
 
 

 
 

   

 第 325 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” 2015 年 1 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》 

1 月強調月間 ＩＢＣ・ＤＢＣ 
クラブ→部→区→エリアを超えた交流！ 国際組織であるワイズの醍醐味です。 
IBC・DBC を通じ、「出会い→交わり→新（再）発見→自己研鑽」を体験しましょう。 

     川本龍資国際・交流事業主任（名古屋クラブ） 
 

 

      

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

飲食代とし 各自 4,000 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014―2015 年度クラブ役員 

【会長】森 恭子【副会長】広瀨 献児【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.

＜ 2015 年 1 月の聖句 ＞             
＜ところが、「ヘロデのところへかえるな」と夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ

帰って行った。（マタイによる福音書 2：12）＞ 
日本では 12 月 25 日を境に新年を迎えるために、クリスマス（降誕祭）の飾り付けが一瞬にして正月の

装いへと急変する。一方キリスト教の教会暦では、クリスマスの祝祭の後も、新年を迎えても変わらずに

「公現日(1/6)」まで続く。更に 3 月・4 月の日本における諸行事（卒業・進学・就職・転勤と転居など）

の時期に、イースター（復活祭）が重なる。キリスト教の大切な２大行事が共に、日本では上記の時期に

重なり、私は今も困惑している。                      （Rev. Nishizawa） 

＜2015 年 1 月第 1 例会＞ 

新年例会です。ターミナルホテルに戻って新年らし

い食事で乾杯しましょう。みなさんから新年の抱負を

語っていただき、新しい年を明るい気持ちで始められ

るように楽しいお話をしていただきます。 

＜記＞ 

日 時：2015 年 1 月 8 日（木）19:00～21:00 

場 所：三宮ターミナルホテル４Ｆ六甲の間 

 開会点鐘：森 恭子会長    
今月の聖句・祈祷：西澤他喜衛ﾜｲｽﾞ 

 乾杯と会食、「落語あれこれ」玉島 剛氏 
今月の誕生者お祝い／諸連絡／今月のうた 
閉会点鐘：森 恭子会長 

＜12 月出席状況＞     出席率：85 .0 %
(出席総数) 17 /20 (在籍会員数) 
出席数：ワイズ 17（内メイクアップ3） 
メネット0､ゲスト1､ビジター4   計22名 

今後の予定 
＜1 月第 1 例会＞ 
1 月 8 日（木）19:00 ～ 三宮ターミナルホテル 
＜神戸 YMCA・YY フォーラム＞ 
1 月 17 日（土）13：00～ 神戸栄光教会 
＜1 月第 2 例会＞ 
1 月 22 日（木）19:00～ 神戸市勤労会館会議室 
＜神戸 YMCA 支援イベント＞ 
1 月 24 日（土）14:00～カトリック神戸中央教会 
＜2 月第 1・TOF 例会＞ 
2 月 12 日（木）19:00～神戸 YMCA カレッジ 
＜2 月第 2 例会＞ 
2 月 26 日（木）19:00～神戸市勤労会館会議室 

＜1 月のお誕生者＞ 

1 日 鈴木 誠也ﾜｲｽﾞ   5 日 橋本 忠男ﾜｲｽﾞ 

11 日 小田  浩ﾜｲｽﾞ  16 日 佐野  睦ﾜｲｽﾞ   
17 日 石坂 和子ﾒﾈｯﾄ  

＜現在のファンド・累計＞ 
           12月        累計 

ニコニコ     3,000円       9,000円 
献金積立     6,000円     61,000円 

  物品販売         2,440 円     6,940 円 



会長メッセージ 

森 恭子 

新年あけましておめでとうございます 

新しい一年がはじまりました！健やかで喜び溢れる一年であることを祈ります。 

今年は「一人一芸」を新年の目標に、多彩な先輩方に倣って精進していきたいと思います。 

新たな気持ちの一方で、阪神・淡路大震災から 20 年を迎える年でもあります。私は、当時高校生で島根にいまし

た。兄は大阪在住で、早朝に電話がかかってきました。これまでにない興奮した様子でしたが、明け方いつものよ

うに迎えた島根では、兄が直面する事態の大きさを理解できませんでした。私にとって神戸の地は、まだ遠い地で

あり、心が震えるほどには乏しい感受性でした。その神戸で、気づけば 10 年以上を過ごしており、大きな意味を持

つ地となりました。神戸にきて、震災の体験を身近に感じるようになったことで、東日本大震災の衝撃がより強く

自分を揺るがし、問いかけたように思います。この 20 年を迎えることは、新しい社会に向かってどのように歩んで

きたかを問われ、またこれからどのような社会に向かっていくのかを問い返す一年ではないでしょうか。 

それぞれの体験の中に残る思いを大切に、誰もが希望の光に照らされる社会へ、みなさまと協働して小さな歩み

を続けていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

＊1月のスピーカー＊ 
玉島 剛氏（NPO 福祉ネットワーク西須磨だんらん副理事

長）歌舞伎、文楽、落語といった古典芸能に造詣が深く、基

礎知識を初心者向けに分かりやすく解説することでその面白

さを伝える「お話の会」を地域で行っている。シャープ退職

後は、地域で助け合い安心して暮らしていける福祉コミュニ

ティづくりを目指す組織の副理事長として活躍中。 
 
＜12月クリスマス第１例会報告＞ 
12月11日（木）18:30～21:30 

第１部：特別養護老人ホーム「オリンピア」にて「東京むかでクラ

ブ」と共に、山口光チャプレンによる司式、郡ﾜｲｽﾞの聖書拝読で礼拝。

神戸ＹＭＣＡ混声合唱団くさぶえによる素晴らしいうたごえと大野

ベンﾜｲｽﾞによる

ギター演奏合唱、

サンタさん登場、

お年寄りの皆さ

んへプレゼント。

クラブからは当

日のお菓子と飲

み物、プレゼン

ト等を負担させ

て頂きました。 
第２部：「グリーンヒルホテル神戸」へ移動 

「東京むかでクラブ」森本会長、神保ﾜｲｽﾞ、を迎えてのDBCナイ

ト。ビジターとして芦屋クラブ桑野ﾜｲｽﾞ、五十嵐ﾒﾈｯﾄ、奈良昭彦元ア

ジア地域会長を迎えて開会。聖書と祈祷は西澤ﾜｲｽﾞ。シャンパンでの

乾杯とビュッフェスタイルでのクリスマスディナーでした。ビジター

２クラブからの報告とアピールの後大野ﾍﾞﾝﾜｲｽﾞの巧妙なドライバー

でたのしみました。 
 
＜ポートクラブの音楽会＞ 

齋藤ﾜｲｽﾞの指導により、NHK朝ドラ「マッサン」で歌われている

スコットランド民謡「If a Body Meet a Body」YMCAキャンプソン

グ集より英語と日本語での合

唱で始まり、丹羽ﾜｲｽﾞ指揮に

より郡、井内、齊藤、桑野さ

んの即興によるトーンチャイ

ムで「きよしこのよる」を見

事に演奏。芦屋クラブの五十

嵐さんは旧約聖書詩編を奏で

るハープの小型のような古楽

器「プサルター」により「花

は咲く」を聞かせてください

ました。奈良昭彦さんはリコ

ーダーによって「グリーンス

リーブス」を、クラブ会員は

鈴木ﾜｲｽﾞが久しぶりにハーモ

ニカのはずが持参するのを忘

れてしまい次回の演奏を約束

していました。それにしても

お客様方の演奏に感謝。 
ワインやお菓子のお土産が

あり、楽しい時はアッと言う

間に過ぎて、森会長より「来年も頑張ろう」と、閉会点鐘。プログラ

ム作成と準備、進行、大野ベンさんありがとう！   （齋藤 記） 
 
＜12月第２例会報告＞ 
日時：2014年12月18日（木）19時～ 
場所：神戸市勤労会館7階701号室  
出席者：大野智恵、大野勉、小田、鈴木、丹羽、細見、森、

山崎、8名 
１）12月第1例会出席：ﾜｲｽﾞ 14，ﾒﾈｯﾄ 0，ｹﾞｽﾄ 1、ﾋﾞｼﾞﾀｰ 4 



合計19名   出席率：14＋(ﾒｲｸｱｯﾌﾟ 3名)÷20 
（現会員数）＝17/20=85.0％ （ﾒｲｸｱｯﾌﾟ：第2例会 
出席・細見、山崎、芦屋クラブ出席・水野） 

２）12月活動報告の件 
＊6日神戸YMCA チャリティーコンサート、神戸凮月堂にて

約250人盛会、クラブとして31枚販売に貢献。 
＊11日（木）第1例会、18:30～オリンピアでのクリスマス祝

会、入り口で飲み物を渡されるのはよかった。 
20:00～ グリーンヒルホテル神戸での DBC 例会、3,000
円会費、乾杯付きビュッフェスタイル。 
会員14、ゲスト1、ビジター4合計19名、風邪ひきの為 
当日キャンセル2名。大野ベンドライバーによる「音楽 
の贈り物」。一人一芸で様々な楽器の演奏を聴くことが 
できてとてもよかった。 

＊14日(日)国際協力街頭募金（大丸前）クラブより鈴木誠也、

大野勉、丹羽和子3名参加。 
＊18日（木）第2例会 神戸市勤労会館701号室にて開催。 
＊19日（金）神戸市民クリスマス、17時～キャロリング 19
時半～礼拝、聖ミカエル教会（クラブより 1 万円協賛）く

さぶえ参加大野智恵、実行委員として鈴木誠也参加。  
＊12月25日(木)神戸真生塾クリスマス祝会17：30～、  鈴

木誠也参加（クラブより5000円祝金持参） 
３）12～3月例会予定 
＊1 月 8 日（木）新年第 1 例会、三宮ターミナルホテル    

当日会費は4000円として新年らしい料理と飲み物を依頼す

る。スピーカーには大野智恵さん紹介で、古典芸能に造詣の

深い人をお願いし、会員は新年の抱負を語りあう。ドライバ

ーは山崎さん。 
＊1月22日（木）第2例会、勤労会館306号室 
＊2月12日（木）TOF例会、食事抜きでYMCAカレッジと

すれば、6:30～8:30となる。 
＊2月26日（木）第2例会、勤労会館を予約する。 
＊3月12日(木)第1例会、三宮ターミナルホテル 
＊3月26日（木）第2例会、勤労会館を予約する。 
４）今後の予定 
＊1月17日(土)13時～17時 阪神・淡路大震災20周年記念

日、神戸YMCA/YYフォーラム。出席予定10名 
＊1月24日神戸YMCA支援イベント、カトリック神戸中央

教会（クラブとして30枚チケット販売予定、最終実行委員

会1月17日10時半YMCA ｶﾚｯｼﾞ） 
＊3月7－8日西日本区次期会長・主査研修会 
＊3月21日(土)六甲部評議会  
＊4月4日(土)六甲部メネット会チャリティーコンサート 
  →1月8日にチラシとチケット準備する。 
５）今後の課題 
＊次期クラブ会長と広報事業主査は？ 未定、交渉中。 

＊誕生祝いは、クリップとファイルが提案されたが在庫なし

のためマグカップを10個だけ取り寄せた。 
・宮古の応援を兼ねて宮古のグッズ、西宮クラブで売ってい

た軍手等提案されたが未定。 
＊4月4日メネット事業・希少難病患者支援コンサート 
ポートクラブとしても全面的に支援する。 

＊「柿チップ」ファンドは、第 1 例会で 20 袋販売し、収益

2440円をファンドとする。仕入れ値が上がるとの連絡あり、

とりあえず準備されてる分については 500 円売りだが、値

上げ後は600円売りになるので、検討必要。 
６）ブリテン1月号：12月23日（火）原稿締切、26日（金） 
発行、印刷、郵送予定。 

 ・12月第1例会（斎藤）・第2例会（鈴木）・ 
  1月第1例会案内、メネット事業（大野智恵）、 

新年に向けて、もちつき報告等（大野勉）、 
その他報告（鈴木） 

 
＜メネット事業について＞ 

4月4日の「希少難病患者支援コンサート」の準備を進めて

いる。カレッジ・アンコラージュ（エコール KOBE）に依頼

しているコンサートのチラシとチケットは今月中に仕上がり、

1月6日の実行委員会でチケットを各クラブに配分する予定。 
講演は、東海大学の佐藤健人准教授に決定。尚、西日本区

メネット国内事業に係る献金支援先は、東海大学医学部 基

礎医学系 生体防御学領域 佐藤ユニット(佐藤健人准教授)
に決定している。 （大野智恵記） 
  
＜星加宗之さんを偲んで＞ 
神戸ポートクラブ元会長をしていただいた星加宗之さんが

12月11日に他界されました。私のわかる範囲でご紹介させ

ていただきます。 
  神戸ポートクラブ設立の準備からチャーターの1987-88年

には、親クラブ・神戸クラブ会長の秘書役として事務手続き

等に大変お世話になりましたが、その後は一旦本職多忙のた

め神戸クラブを退会され、1992 年ポートクラブに再入会され

ました。1993年10月には、神戸クラブがホストし、我が故

石坂哲郎さんが実行副委員長を担った第15回アジア地域大会

ではマーシャル委員長として見事にチーフマーシャルを成功

されました。パーキンソン病の為歩行が困難になって2009年

に退会されるまでは17年間その語学力から交流事業を主に担

当され、2006-07年クラブ会長をされました。 
また本職は「ネスレ日本」でしたので神戸YMCAのバザー

やチャリティーランに多くのネッスル製品を提供していただ

きました。 
心から哀悼の念を捧げます。  （鈴木誠也 記） 
 



＜石坂和子さんは元気に入院されています。＞ 
①11月10日に自宅前の道路の歩道を通行中にふらっとなっ

て倒れ、うずくまっているところに近所の小学6年生の男児

が駆け寄ってくれました。石坂和子さんは小学校では有名な

方で授業の中の「昔の遊びや生活について」よくお話しされ

ていましたので、すぐに石坂のおばあちゃんと知っていまし

たし、家に連れて行っても家族は留守であることも知ってい

ましたので、病院に連れていくべきだと判断したとのことで、

近くのコープに走って、石坂さんを知っている店員さんを連

れてきて、救急車を呼び、すぐに処理のできるということで

「中央市民病院」に搬送されました。一方、石坂さんの携帯

電話から長男のお連れ合いを呼び出して、中央市民病院に行

ってもらったということです。日ごろから近所では有名な方

でしたので、みんなが動いてくれたのですが、最初の小学生

が素晴らしい初期行動をとってくれたということです。 
②市民病院ではすぐに集中治療室に入り、脳梗塞の診断で、

カテーテルによる脳内出血を取り除くことに成功されました。

左半身に麻痺は出たのですが、処理が早く最小限にとどまり、

現在はリハビリ治療のためにお宅から近く家族が訪問しやす

い「東神戸病院」に入院治療中です。意識もしっかりしてお

られ、これだけのお話も本人から普通に伺うことができたの

です。 
③お年も88歳になられますのに、地域の老人クラブ会長や東

灘区老人クラブ連合体の副会長までされておられ、10月には

全国大会に神戸市の代表として東京まで行かれたのです。少

し休んで戴くよいチャンスになったことと思いますが、手足

のマヒ症状からのリハビリ中です。話し相手がほしいとのこ

と。お見舞いに伺ってあげてください。年末年始はお宅に戻

り長男一家と新年を迎えますが、5日からは再入院します。以

上報告いたします。  （鈴木 記）  
  
＜仙台訪問：もちつき＞ 
12月20日（土）仙台市内西山児童館にて、クリスマス会が

開催され、神戸ポートクラブは、もちつきを行いました。 
仙台YMCAが委託された児童館で、館長は尾木さん（仙台青

葉城クラブ）。午前10時から午後2時の間、歌、ゲーム、も

ちつき、もちの食事会を、児童約30人、保護者5名、職員約

10人との協働でした。仙台YMCAからは、村井総主事と清

水理事長が応援参加されました。（大野ベン） 

 
 

＜その他連絡・報告情報＞ 
＊12 月 25 日(水)17 時半～ 神戸真生塾のクリスマス祝会で

した。夏に伺っている児童養護施設の子どもたちによる素

晴らしいイエス様の生誕劇と音楽の発表会でした。 0歳～

2歳までの乳児さんのサンタさんには拍手喝さい、納涼大会

でもやっていた「キッズダンス」は更に上達していました。

クラブからお祝金を贈りました。 
＊CS 資金の為にお年玉年賀はがきの当選分切手シートを集

めてください。現金化してCSファンドに集めます。BF使

用済切手は2月TOF例会にて整理しますが、それまでに各

自収集と整理準備をお願いします。 
神戸YMCAニュース 

１．クリスマス行事が、各地で開催 
 YMCAの内外でクリスマス行事が行なわれました。月初め

から保育園や幼稚園では、各園でクリスマス礼拝と祝会が行

なわれ、年長児が降誕の聖劇を披露し、一生懸命に覚えたセ

リフを大きな声で語り、演技をし、歌を歌って、それぞれの

役割を果たしました。12月18日（木）には、宝塚ベガホー

ルで、宝塚ワイズメンズクラブの皆さんが中心となって「キ

ャロルを歌う夕べ」が開催され、様々な音楽のバリエーショ

ンを楽しみ、真冬のフラダンスも楽しまれました。12月19
日（金）には、神戸市民クリスマスが聖ミカエル教会におい

て行なわれ、聖堂一杯の方々が来られ、キャロリング、ホッ

トタイムも合わせて、多くの方々と共にクリスマスを祝いま

した。 
２．冬期プログラム、実施へ 
 例年にない12月の大雪が伝えられている中、信州でのリー

ダートレーニングをもって、今年の冬期プログラムが始まり

ました。今年は、大型バスの料金が大幅にアップして、参加

費も値上げとなっていますが、ある程度の予定数が与えられ、

冬のキャンプが始まりました。 
３．今後の予定    
1)  2014震災YYフォーラム 

「共にいたみ、希望に生きる」をテーマとして、今年度

の YY フォーラムは、ユース委員会・東部地域委員会・

中央地域委員会が合同して企画してくださいました。阪

神淡路大震災から20年のこの日、一同に集い、語り合い

たいと思います。是非、ご参加ください。 
日 時：１月１７日（土）午後１：００～５：００ 
場 所：日本キリスト教団神戸栄光教会（JR元町下車 

5 分、地下鉄県庁前下車すぐ） 
2) 中日本地区YMCA役員・総主事研修会 

日 時：１月３１日（土）１２：３０～１８：３０ 
場 所：大阪YMCA土佐堀会館 

以  上 


