
Y's for future!” 

  

 
 

 

神戸ポートクラブ会長(CP)廣瀬献児『「ワイズを未来へつなげよう！」“Y's for future!” 

   
国際会長(IP) Wichian Boonmapajorn(タイ)  “Mission with Faith”「信念のあるミッション」  

アジア地域会長(AP)Edward K.W.Ong (シンガポール) “Through Love, Serve” 「愛を持って奉仕しよう」 
西日本区理事(RD) 遠藤道寛(大阪泉北)「あなたならできる！きっとできる」“You can do it! Yes, you can” 
六甲部部長(DG)進藤啓介(神戸)「YMCAと共に」《人を育て、地域に仕える》 

10 月強調月間  ＢＦ・ＥＦ  
国際的組織であるワイズを再認識し、世界の動きに即した活動をしましょう。 

中井信一国際・交流事業主任（奈良クラブ） 
     

 
      

 
 
  
 
 

  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

食事代として各自 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。 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 

2015―2016 年度クラブ役員 
【会長】廣瀨献児【副会長】西澤他喜衛【書記】山田滋己【会計】丹羽和子【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 神戸市中央区北野町 1-1 

新神戸ｵﾘｴﾝﾀﾙｱﾍﾞﾆｭｰ 2F 

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 10 月の聖句 ＞ 
＜しかし、イエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。『子どもたちをわたしのところに来させなさい。妨げてはならな

い。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子どものように神の国を受け入れる人でなければ、決

してそこに入ることはできない。』＜マルコによる福音書 10：14‐15＞ 
秋は人々を運動へ、読書へ、そして食欲へと促す。私が園長を兼任している幼稚園では、9 月中旬から園庭には丸く白線が  

引かれて、毎日運動会の練習が続いている。９月末には近くの畑へ「サツマイモ堀り」へ園児たちと出かけた。土との格闘の後

の大きな芋の収穫に、子どもたちの笑顔が一杯。来週はお誕生会が待っている。誕生会では聖句を読み、讃美歌 547 番「うま

れるまえから」を歌い、そして最後に「うまれるまえから、・・・生まれてからも、・・・神様に愛されてきた 10 月の誕生日

を迎えたみんなに祝福あれ」と祈る。                   （Rev. Nishizawa） 

第 334 号 
2015 年 10 月

＜10 月第１例会＞ 

FOP 患者山本育海君のお母様から、難病患者の置かれて

いる現状や支援活動についてのお話をお聞きします。 

＜記＞ 

日時：2015 年 10 月 8 日（木）19 時～21 時 
場所：三宮ターミナルホテル 4 階六甲の間 
ドライバー：郡美恵子ワイズ 
開会点鐘：大野智恵副会長 
聖書/祈祷：西澤他喜衛チャプレン 

ゲスト・ビジター紹介/ 会食・懇談 

ゲストスピーカー：山本智子さま（育海君のお母様） 

永田雅章さま （FOP 明石副代表）

今月の誕生者お祝い 
諸連絡、今月のうた 
閉会点鐘：西澤他喜衛副会長 

＜９月出席状況＞  出席率：80.0％
(出席総数) 16 /20 (在籍会員数) 
出席数：ワイズ 16（内メイクアップ4） 

メネット0､ゲスト2､ビジター5 計23名 

今後の予定 

＜10 月第 1 例会＞  
  10 月 8 日(木)19:00～ 三宮ターミナルホテル 
＜10 月第 2 例会＞ 
  10 月 22 日(木)19:00～ 神戸市勤労会館 
＜西日本区次期役員研修会＞  
  10 月 24・25 日ホテルクライトン新大阪 
＜ディンドンリンガーズコンサート＞ 
  10 月 31 日(土)16:30～ 神戸栄光教会 
＜11 月第 1 例会＞  
  11 月 12 日(木)19:00～ 三宮ターミナルホテル 
＜11 月第 2 例会＞ 
  11 月 26 日(木)19:00～ 神戸市勤労会館 

＜2015年度のファンド・累計＞  
             9 月       累計 

ニコニコ         11,000 円       13,000円 
物品販売          4,140 円       28,284 円 

＜10 月のお誕生者＞ 
12 日：坂本庸秀ワイズ  14 日：丹羽和子ワイズ 



 会長メッセージ  

  廣瀬 献児      

9 月は月の月でした。今年は中秋の名月とスーパームーンがほぼ重なって、月光に照らされた夜空を

楽しんだ方も多いと思います。10 月はどのような月になるでしょうか。 

先月の会長メッセージでは、冒頭で秋の自然災害について触れました。その矢先、北関東や東北で大

きな川がいくつもあふれ、堤防が決壊するといったことが起きました。被災された方がすみやかに癒さ

れ、支援などに当たっておられる方の働きが強められるように祈りつつ、小さいことでもできることか

ら参画しましょう。 

自分ひとり、無力を感じることが日々増えています。自然の猛威を前にしても、世界の困難を知って

もそうですが、特にクラブ会長という役目をいただいてさらに強く感じるようになりました。クラブメ

ンバー皆さんの支えでこのメッセージも書かせて頂いています。 

半面、みんなで力を合わせることの大切さを知ることもできます。そして多くの人がそうしたいと思

っているのではないでしょうか。9 月の災害でも多くの方々が行政などにボランティアを問い合わせ、

実際働かれた方々がいます。 

ワイズでも助け合いの動きが即座にありました。このようなユニークなホットラインがあって多様な

助け合いのかたちを持てることは、ワイズの交流を通じた親睦と研鑽から育まれた宝物です。これから

も交流の輪をひろげましょう！ 

 

「FOP（筋肉が骨化する難病）のお話」 

ゲストスピーカー：山本智子さま 

（育海君のお母様）  

 ～ プロフィール ～ 

山本育海（やまもと・いくみ） 

1997 年 12 月 14 日生。兵庫県明

石市在住。小学 3 年生の時に筋肉

が骨化する難病（FOP）と診断される。現在、この病気

の有効な治療法は見つかっていない。体が何かに当たった

り、運動したりすると悪化する可能性があるので、いろい

ろなことを我慢しながら学校生活を送る。いつか薬ができ

ることを願い、ブログやイベントなどを通してFOPや難

病に関する情報発信をしている。FOP明石代表。 
山本智子（やまもと・ともこ） 
1973 年 8 月 25 日生まれ。兵庫県明石市在住。長男の育

海くんが難病（FOP）であると知ってから、シングルマ

ザーとして子育てをしながら、FOP の難病指定に向けた

活動や、CiRA（京都大学 iPS細胞研究所）への基金援助

など、FOP に留まらない難病患者支援の活動を行ってい

る。 

 
＜９月第１例会報告＞  
日時：2015年9月10日（木）19:00～21:00    
場所：三宮ターミナルホテル4F「六甲」 
出席：12名+ゲスト2名、ビジター5名 計19名 
ゲストスピーカーに腹話術の春風みつこ（羽太光子）さ 

んをお迎えして楽しい例会となりました。春風さんは芦屋

クラブ羽太英樹ワイズのメネットであり、日本キリスト教

団芦屋浜教

会の会員で

もあります。

春風イチロ

ー師匠に入

門され、ロゴ

ス腹話術研

究会会員として聖書を人形と共に伝えるご奉仕もされて

います。今回も人形エコちゃんとのすばらしい掛け合いで

楽しませていただきました。間近で人形を拝見し、目や口

の動作などを通して表現豊かに演じられる様を知ること

ができました。春風さん応援のために芦屋クラブからも羽

太ワイズら5名の皆さんが出席くださいました。 
また、六甲部の進藤啓介部長が部長訪問として来会され、

部長方針について熱く語っていただき、ポートクラブも六

甲部と共に歩む一年の確認をすることができました。 
（水野 記） 

＜９月第2例会報告＞ 
日時：2015年9月24日（木）19時～   
場所：神戸市勤労会館3階303号室 
出席：大野智、大野勉、郡、坂本、鈴木、丹羽、水野、山

崎、山田9名  司会：大野勉 

１） 9月第1例会出席：ﾜｲｽﾞ 12，ﾒﾈｯﾄ 0，ｹﾞｽﾄ 2、ﾋﾞｼﾞ

ﾀｰ 5 合計19名（第1例会欠席の内山崎、山田2名

は第2例会出席及び井上ﾜｲｽﾞは芦屋クラブ、民谷ﾜｲｽﾞ

はWAPまつり出席によりメイクアップ認定する）  



出席率：12＋(ﾒｲｸｱｯﾌﾟ 4名)÷20（在籍会員）＝80.0％ 
２）9月活動報告の件 
＊9月5日（土）六甲部部会六甲荘にて、メネットアワー 
井内、大野智恵、大野勉、小田、鈴木、山田6名、六甲部 
部会井内、井上、大野智恵、小田、坂本、佐野、鈴木、    
細見、水野、山田10名出席 
＊9月10日（木）第1例会、三宮ターミナルホテル、六

甲部部長公式訪問を迎え、芦屋クラブ羽太英樹ﾜｲｽﾞメネッ

トの春風みつこさんによる腹話術。ドライバー水野雄二ﾜ

ｲｽﾞ、点鐘は開会を大野智恵、閉会を西澤他喜衛副会長で

分担した。芦屋クラブより5名のサポーター出席を頂いた。 
＊9月12日（土）ＷＡＰふれあいまつり出店奉仕、出席、

大野智、大野勉、民谷、丹羽 4 名。販売収益から 3,000
円を支援献金することができた。 
＊9月24日（木）第2例会、神戸市勤労会館303室、 
＊他部部会、 9/19中西部に山田ﾜｲｽﾞ出席。  
３）10～1月クラブ例会予定     
＊10月8日（木）第1例会、三宮ターミナルホテル、「FOP
（筋肉が骨化する難病）のお話」ゲストスピーカー：FOP
患者山本育海さんの母親智子さんと永田雅章さんから難

病FOPについて聞く。六甲部他クラブへの案内をする。 
＊10 月 22 日（木）第 2 例会、神戸市勤労会館 701 室、

ブリテン11月号発行6日（金） 
＊11月12日（木）第1例会、三宮ターミナルホテル、神

戸真生塾の現状（施設長・保母or指導員） 
＊11 月 26 日（木）第 2 例会、神戸市勤労会館 408 室、

ブリテン12月号発行4日（金） 
＊12月第1クリスマス例会、10日（木）オリンピアとグ

リーンヒルホテル、混声合唱団くさぶえ、DBC 東京むか

でクラブ、「一人一芸」皆で音楽その他を楽しむ。 
＊12月第2例会、17日（木）神戸市勤労会館、ブリテン

1月号発行6日（水） 
＊1月第1例会、14日（木）三宮ターミナルホテル （食

事をいつもより豪華に新年らしく依頼する） 
＊1月第2例会、28日（木）神戸市勤労会館、 
４）今後の予定  
＊他部部会：10/10（土）びわこ部・近江八幡休暇村、10/17
（土）九州部・阿蘇プラザホテル、10/31（土）瀬戸山陰

部・カトリック姫路教会、11/1（日）京都部・京都ホテル

オークラ、大野勉ﾜｲｽﾞ出席予定、11/14（土）西中国部・

YMCAコンフォレスト湯来、大野勉、鈴木、出席予定。 
＊10/24・25 西日本区次期役員研修会、大野勉出席。 
＊10/31（土）ディンドンリンガーズコンサート（神戸栄

光教会）クラブとして1,200円のチケット20枚支援目標。 
＊11/3（火・祝）神戸YMCAチャリティーラン 出店（タ

ピオカドリンクとチョコレートバナナ）机を確保し、カセ

ットコンロ使用、協賛金はクラブより2万円支出する。 
＊12/11（金）神戸市民クリスマス、クラブより協賛金と

して1万円支出する。 
＊全国リーダー研修会支援として 2 万円を支出すること

を承認する。 
５）今後の課題 
＊クラブファンド：「じゃがいも」10Kg 1箱2,200円、

10月16日頃入荷予定。「いのちの電話」に加えて「WAP」
にも卸し原価で提供し、差額を支援献金とする。  
＊大野勉次々期理事へのクラブ支援について、理事事務局

体制について説明あり、事務局員としてクラブより山田ワ

イズにお願いしたいとのこと。 
＊ＷＡＰ支援：WAPの活動が充実してきており、それを

支えるためのスタッフの補充が急務。チャリティーランに

は、総勢60名を超える参加が予定されている。 
＊西日本区へのファンド献金、クラブメンバー徴収と送金

額について：本年度理事目標は、合計 8,200 円になるが、

メンバー1人当たりの分担金額は昨年と同じ5,000円とし

てファンド委員が集金する。西日本区への送金については

更に検討して1月に決定する。 
６）ブリテン10 月号：9 月29 日（火）原稿締切、10 月

2日（金）発行、印刷、郵送。       以上       

 
＜第14回六甲部部会報告＞ 

日時：2015年9月5日（土） 

場所：ホテル北野プラザ六甲荘 

僕自身ワイズメ

ンズクラブに入

会後、このよう

な大勢のメンバ

ーが集まる会

には初参加で

した。各プログ

ラムが中身の

ある内容であり、

非常に充実したイベントであったと感じました。 

まず部会に先立ちメネットアワーでは、東日本大震災の被

災地訪問レポートが行われ、我がクラブの大野勉さんと“さん

だクラブ”の安行暁子さんの報告がありました。お二人とも 4
年経った今も復興はあまり進んでいないと言う事を強調して

いたように思います。更に山崎知行医師の講演により被爆の

話や現地と向き合っている専門家ならではの話をお聞きし、

自分自身この問題を風化させないようにしなければ！と改め

て確認しました。 メネットアワー終了後、我がクラブで柿チッ

プ等の販売を行い、六甲部部会開催に備えました。いよいよ

15 時から六甲部部会が開会しました。大広間に集うメンバー



の方々。関西のクラブを筆頭に岡山、広島、熊本からも参加

されたメンバー総数が約 130 人でした。（名簿より）第１部で

は来賓挨拶、紹介が行われ、２部では中道基夫さんを講師

に「YMCA ブランドの再生」をテーマにした研修会が行われ

ました。3 部では中村健さん、徹さん父子によるピアノのデュ

オコンサートを視聴しました。ご子息の徹さんは高機能自閉

症であるそうですが、素晴らしいピアノの才能に感動し、親

子の息の合った演奏に会場からも大きな拍手が湧き起こりま

した。最終プログラムの懇親会も賑やかで大いに盛り上がり、

クラブメンバーの繋がりを実感しました。 

このような盛り沢山の有意義なイベントに参加でき、ワイズ

メンズクラブの活動を知る上で貴重なひと時を過ごすことが

できました。            （井内朋博） 

 

＜第7回ＷＡＰふれあいまつりに参加して＞ 
9 月 12 日、トヨタハートフルプラザにおいて障がいがあ

る人や支援者が交流を深めるイベントが開催されました。

オープニングではマリアハープの弾き語り、続くステージ

発表ではエコール KOBE の学生らによる劇が披露され、

会場は笑顔と賑わいに包まれました。県内外の事業所が活

動を紹介し合う集会もあり、その様子は神戸新聞にも取り

上げられまし

た。神戸ポート

クラブは、タピ

オカドリンク

とチョコレー

トバナナを販

売することで

イベントを盛

り上げ、またその収益金から3000円を献金させていただ

きました。大変好評で、準備していた50ずつの商品は昼

過ぎには完売となり、程よい疲れとともに満足感を得て終

えることができたことは嬉しいことでした。参加者：丹羽、

民谷、大野勉、大野智恵 （大野智恵 記） 
 
＜第19回中西部部会＞ 

日時：2015年9月12日（土）11:00～16:00 
場所：ホテルグランヴィア大阪 

  一昨年の六甲部部長期にも出席できていなかった中西

部部会に入会以来初めて出席でき、交流を深めることがで

きた。東日本大震災被災地の現状、そして地球環境の未来

について充分に考えることができた有意義な機会であっ

た。(山田記) 

 
＜ハンドベルコンサートのご案内＞ 

Ding Dong Ringers（指揮：阿部望）による神戸YMCA

新会館建築支援のためのコンサートが、神戸栄光教会で行

われます。YMCA をサポートするワイズメンズクラブの

皆さんに、お友達もお誘いのうえたくさんご参加いただけ

ればと思います。夕べのひととき、ハンドベルの澄んだ音

色に心癒される幸せを味わってください。 
 日 時：2015年10月31日（土） 16:30開演 
場 所：神戸栄光教会（地下鉄県庁前駅すぐ） 

 入場料：1,200円 
 

＜諸報告・お願い＞ 
＊ チャリティーラン個人協賛金1口3,000円にご協力く

ださい。11月3日しあわせの村ポートの店、開店。 
＊ 2016-17BF代表申請開始。カナダとインド2コース。 
＊10月10日東京YMCA東陽町センターで、東新部部会

です。DBC 東京むかでクラブから、伊丹一之部長と部

会実行委員長を城井廣邦が担当されています。ポートク

ラブからも応援参加します。 
＊西日本区より理事通信、Y サ・ユース、EMC、国際・

交流、各事業主任から事業通信が届いています。 

1. ファミリーウエルネスセンター1周年記念イベント 
期間限定の特別レッスンなどの運動プログラムの他、

FWCに関わる方々からのメッセージで作られた「Yの

樹」、ファミリーでの梨狩り、認知症サポーター養成講

座など盛り沢山のイベントが行われました。 
2. ちとせ、西神戸幼稚園運動会 

9／12（ちとせ）、9／19（西神戸）、それぞれ秋晴れ

のすばらしい天気に恵まれて、園児も保護者も楽しむ素

晴らしい1日になりました。 
3. 天津YMCA120周年記念式典 

井上総主事、武田元理事長、水野元総主事ほか8名が参

加し、天津YMCAスタッフ、ボランティアの温かいお

もてなしを受けました。啓明学院3年生の四宮捷平さん

はボランティアフォーラムで英語のスピーチを行い拍

手喝采を浴びました。 
4. 全国YMCAリーダー研修会 

9／19～22、名古屋 YMCA 御岳・日和田キャンプ場で

行われ、神戸YMCAからは六甲部各ワイズの支援によ

り10名のリーダーが参加しました。 
5. （仮称）新三宮会館起工式 

9／30（水）秋晴れの下、神戸栄光教会野田和人牧師の

司式、中村順さんの奏楽により、工事の安全と神様に祝

福される会館となるよう起工礼拝がもたれました。 
以上 
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