
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》 
11 月強調月間  Public Relations Wellness   

ワイズデーを広報して、ワイズメンズクラブの社会的認知度を高めて、EMC やクラブの 
活性化につなげましょう。加藤信一広報・情報委員長（京都トップスクラブ） 

 
 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 11 月の聖句 ＞ 
＜青春の日々にこそ、お前の創造主に心を留めよ。苦しみの日々が来ないうちに。「年を重ねることに喜びはない」と言う年齢に

ならないうちに。＞（旧約聖書・コヘレトの言葉 12:1） 
秋の美しい紅葉の季節、その１１月を歩む。学生時代を過ごした４０年前の秋を偲ぶ。嵐山や大原三千院の紅葉はいまも目に焼き

付いている。 そして今、西宮に住んで３６年。遠くの六甲山や地元の甲山を眺めつつ、その色彩の変化を楽しんでいる。 
「人生の四季」と言われる中で、私も年齢を重ねながら秋の季節の中を歩む。標記の聖句の如く、若き日に創造主（神／イエス・

キリスト）と出会えたことが、私の人生を限りなく深い色合いに導かれたと感謝している。 そしてもうすぐ寒い冬の季節へと進む

だろう。 しかし、聖書に導かれた人生の四季は、１２月に救い主の誕生を祝うクリスマスのように、雪で覆われる冬こそ「希望」

という暖かく包まれた喜びで満たされている。            （Rev. Nishizawa） 

第 335 号 
2015 年 11 月 

＜11 月第１例会＞ 

 8 月に地域奉仕活動として伺っている児童養護施設・ 

神戸真生塾についてお聞きします。 

＜記＞ 

日時：2015 年 11 月 12 日（木）19 時～21 時 
場所：三宮ターミナルホテル 4 階六甲の間 
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 
全国リーダー研修会報告 
会食・懇談 
卓話：神戸真生塾施設長 富川和彦さま  
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 

 

＜10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1､ゲスト3､ビジター1   計22名 

 

＜今後の予定＞ 
＜神戸 YMCA チャリティーラン＞ 
 11 月 3 日(火・休) しあわせの村 
＜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（三宮） 
＜12 月クリスマス例会＞ 

12 月 10 日(木) 18:30～ 特養ﾎｰﾑ・オリンピア 
       20:00～グリーンヒルホテル神戸 
＜12 月第 2 例会＞ 

12 月 17 日(木) 19:00～ 神戸市勤労会館（三宮） 
＜1 月第 1 新年例会＞ 

1 月 14 日（木）三宮ターミナルホテル、 

＜11 月のお誕生者＞ 
  5 日 水野 公子ﾒﾈｯﾄ  14 日 齋藤 敏子ﾒﾈｯﾄ  
 23 日 郡 美恵子ﾜｲｽﾞ  26 日 坂本 淳子ﾒﾈｯﾄ 

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

ニコニコ         2,000 円        15,000円 
物品販売             0 円       28,284 円 

    



 会長メッセージ  

  廣瀬 献児         

秋深まる１１月になりました。今年の１０月は比較的暖かかったように感じますが、朝晩の気温差も大き

かったと思われます。みなさま体調など崩されていないでしょうか？みなさま元気に読書、運動、そして収

穫の秋を楽しまれますように！ 

幸いなことに、わたしの自宅の周辺には田んぼや畑がたくさんあって、目でも収穫の秋の移ろいを感じる

ことができます。半年かけて茂ったフサフサの田んぼが、刈り入れで丸ぼうずになって、来年の作つけのた

めに焼かれて・・・そんな長年続けられてきた人々の営みのサイクルを見ながら、懐かしい気持ちになった

り、人間にとって必要なものを考え直してみたりして、心のエネルギーも蓄えさせてもらっています。焼畑

の灰のにおいがついた洗濯物も、秋の風物詩といったところでしょうか（笑）。 

以前は１０月に三宮会館でバザーがあって、１１月のチャリティランで秋のボランティア収穫収めといっ

たところでしたが、三宮会館の建替えで伝統のサイクルも少しお休みになっています。もしかしたら物足り

なさを感じる方もおられるかもしれませんね。ですが新三宮会館の建設も順調に走りだし、新しいサイクル

も次第に回りだしています。この秋みなさんがエネルギーを蓄えて、また元気に交流したり活動したりでき

るように願っています。 

 

＜10月第１例会報告＞  
日時：2015年10月8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 
「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） 

  いっくんが小学校 3 年生の時､

鉄棒から落ちて地面で背中を打ち､

そこから筋肉が骨に変わり始めた。

本人がとても痛がるので幾つもの

病院を回ったけれど､原因は分ら

なかった。インターネットが普及

していない当時､どこに診断に行

くべきか探しまわったが見つから

なかった。そんな中で､友人が

FOP 支援団体を見つけてくれ､サ

イトで紹介のあった北九州の病院

へ診断に伺い､そこで初めて正確にFOPと診断された。身体

を刺激するとその個所から筋肉が骨に変化していくのでメ

スを入れて手術すすることもできないことがわかり､親とし

て落胆せざるを得ない状態となった。学校へ通うランドセル

もお友達が一緒に持って登校してくれ皆で助けてくれた。そ

んな中､ノーベル賞受賞前の山中教授に出会う。いっくんの

症状を見て､IPS 細胞の研究をして下さることになったもの

の､本人の細胞を採取しないと正しい研究はできない。一方

でメスを入れるとその部分は骨化が加速する､そんな中でい

っくんは悩みぬいた。葛藤の中､当時小 6 のいっくんは 1 時

間以上悩み抜き､細胞を採取してもらうことを決断し､また

その間､先生方も待っていてくれた。当日中の採取へ。今も

研究が続けられているが､未だ特効薬は見つかっていない。 

  

いっくんは､これから出てくる同じ患者のみなさんのために

は､自分の痛みをわかっているから､細胞を研究に提供した

し､また1年に1回は全国のFOP患者が交流できればとの想

いを全国に発信した。支援者のみなさんおおかげで明石での

会が実現できた。山中教授に会えているからこそ､発信しな

ければとも思った。 
  研究支援費は勿論だが､研究者を育てるお金は国からは出

ない。山中教授に対しても､ノーベル賞受賞直後は多かった

ものの､最近は減ってきている。大阪マラソンで教授自ら走

って募金を集めておられる。研究所､また他の難病研究にも

活かされる支援を進めていきたいと､いっくんは決心してい

る。 
  最近は口の周りも硬化してきており､あくびもできない。

けれど､いっくんはこれらのことを”神様からの宿題”ととら

えて前向きに生きている。この姿をぜひ応援しようじゃない

ですか。例会の中で早速､いっくんの絵本を皆で購入した。

我々ポートクラブは､この微力ながら少しでもとの想いを出

来るだけ発信､共有し､支援の輪を広げていきたいと感じ､共

有した(山田記)。 
 



郡美恵子ワイズを通じて、FOPの息子を持つ母山本智子さん

としてお礼状が届きました。みなさんに共有すると共に今後

の支援について検討していきましょう。 
 
神戸ポートワイズメンズクラブ御中 
昨日は貴重なお時間頂き誠にありがとうございます。 
お一人おひとりがしっかりお話を聞いて下さった事、また他

のクラブに繋がるように考えてくださっている事、本当に嬉

しく思っております。まだまだ多くの皆様のご理解ご支援が

必要です。どうぞお力をお貸し頂きたく、宜しくお願い申し

上げます。お薬が出来るよう、私どもも全力で今後も頑張っ

て参ります。 
 
＜10月第2例会報告＞ 
日時：2015年10月22日（木）19時～    
場所：神戸市勤労会館3階701号室 
出席：大野勉、小田、坂本、鈴木、民谷、丹羽、細見、水野、

山崎9名 
１） 10月第1例会出席：ﾜｲｽﾞ 14，ﾒﾈｯﾄ 1，ｹﾞｽﾄ 3、ﾋﾞｼﾞﾀｰ

1 合計19名 
欠席者大野勉、齋藤、民谷、廣瀬献、廣瀬頼、細見６

名中本日3名出席によりメイクアップ 
出席率：14＋(ﾒｲｸｱｯﾌﾟ 3名)÷20（在籍会員）＝85.0％ 

２） 10月活動報告の件 
＊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：山本智子さん、永

田雅章さん、佐野ミホさん、ビジター：浅野純一さん（西宮

クラブ） メネット：佐野恵美さん、ドライバー：郡 美恵

子さん  
＊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） 
３）11～2月クラブ例会予定     
＊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（富川施設長・保育士） 
全国リーダー研修会報告、余島リーダー男性3名。 
＊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、神戸YMCA混声合唱団くさぶえ、DBC 東
京むかでクラブとの交流。1人一芸 
＊12月第2例会、17日（木）神戸市勤労会館701室、 ブ

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

杯付き食事 3000 円程度、飲み物追加は個人負担。井上さん

に神戸YMCA総主事としての年頭の抱負及び各自の抱負。 
＊1月第2例会、28日（木）神戸市勤労会館、 

＊2月第1例会、11日（木）は休日の為18日（木）TOF例

会として山崎さんより甲子園での開催が提案された。弁当、

内容？ 
＊2月第2例会、25日（木）神戸市勤労会館、 
４）今後の予定 
＊10/24・25 西日本区次期役員研修会、大野さん出席 
＊10/30（金）六甲部拡大役員会、山田、鈴木出席予定。 
＊10/31（土）ハンドベルコンサート（神戸栄光教会）神戸

ポートとして48枚のチケットを販売して貢献した。 
＊他部部会：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、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。 
＊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）は大野智恵、民谷、

丹羽さん 9 時半集合で準備される。メンバーは 10 時集合と

する。13名出席予定。 
＊12/11（金）神戸市民クリスマス、神戸教会。 
＊ワイワイフォーラム2月6日（土）13時～17時予定。 
５）今後の課題 
＊クラブファンド：「じゃがいも」10kg1 箱 2,200 円、10
月 16 日入荷配達中。各自代金、送料の精算を。課題として

配送先を地区毎にまとめて、能率よく配送する事が提案され

た。 
＊大野勉次々期理事へのクラブ支援に加えて、六甲部として

支援を要請する。11/7・8西日本区役員会で決定される。 
＊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、ファンド委員が1人5,000円献金をすすめる。 
６）ブリテン 11 月号：11 月 3 日（火）原稿締切、11 月 6
日（金）発行、印刷、郵送 

                    以上 
＜ハンドベルコンサート2015＞ 

10月31日（土）の神戸栄光教会は、たくさんのお客様を

お迎えしてハンドベル（ディンドンリンガーズ）による癒し

の空間となりました。神戸 YMCA 新会館建築支援のための

コンサートということで、六甲部全体に呼びかけて 50 枚の

販売協力をさせていただくことができました。神戸 YMCA
の宝であるハンドベルの活動を、これからも温かく見守り大

切にしていけたらと思います。（大野智恵） 
 
＜六甲部拡大役員会報告＞ 
日時：2015年10月30日（金）18:30～20:00 
場所：神戸YMCAカレッジ 
  廣瀬会長代行として書記鈴木が出席しました。 
① 主査活動に関する六甲部部則について 

次期主査が活動を始める時期について提案されたが、現

部長の元で活動を開始する次期部長のスタッフとして活



動をすることはできるので、特に部則は改正せずに、現

部則のまま活動できる。 
② 次々期大野勉理事支援体制について 

次期・理事として活動する2年間（加えて直前から監事

の3年間）理事として出席を義務付けられた（要請され

た）会合の費用についてすべて計算してせめてその半分

を六甲部として支援できないか？ 部長が招集する委員

会にて検討する。   （鈴木 記）    
 
＜YMCA留学生への毛布を集めます＞ 
進藤六甲部部長からの呼びかけです。 
「この時期 YMCA の留学生を多数受け入れるというう

れしい話を報告いたしました。70人ぐらいだと聞いています。

その彼らの為に、この冬に使う『毛布』を皆様にもお願いい

たします。是非ご協力頂き、クラブのを取りまとめていただ

きたく、お願いいたします。」 
神戸YMCAカレッジに11月13日までに届けたいと思いま

す。ポートクラブとして可能な方は書記鈴木までお知らせく

ださい。ご協力お願いします。 
 
＜いっくん応援LIVE Vol.1＞ 
10月例会でのFOPいっくん応援のライブです。 
☆☆☆☆☆LIVE告知☆☆☆☆☆ 
～～～STAND BY ME～～～ 
FOPと闘ういっくんと共に 
2015 11.20 （金） 
@Kobe FLAT FIVE 
Open 19:00 
Start 19:30 
Charge 前売のみ ¥3800 （1dk1food付） 
※本LIVEの収益の一部をFOP及び希少難病の研究促進費 
活動費としてお届けします。 
 
＜諸報告・お願い＞ 
＊11月3日チャリティーランお疲れさまでした。 
ポートメンバー13人参加、お店はタピオカドリンク100 
杯とチョコレートバナナ50本、柿多数、完売しました。 
詳細は12月号で報告します。 
取り急ぎ、現在出されている報告です。  

 参加チーム数 232チーム 
ランナー数 1036名 
ボランティア数 182名 
その他来場者数 約400名 

＊2016-17BF代表申請中、カナダとインド2コース。 
詳細は西日本区HPご覧ください。 

＊西日本区より理事通信、ユース、EMC 事業、国際・交流

事業、各事業主任から事業通信が届いています。 
 

神戸YMCAマンスリーレポート 
秋のイベントが各地のYMCAで行われています。 
10月3日（土）、素晴らしい秋晴れのもと、YMCA保育

園・西神戸YMCA保育園・神戸学園都市YMCAこども園の

ふれあい運動会が小寺小学校の校庭で行われました。24日

（土）には学園都市会館にて第16回ワイワイまつりが開催

されました。今年から神戸学園都市YMCAこども園も加わ

って、秋晴れの中で約1,200人の来場者を迎え、笑顔溢れる

楽しい一時を過ごすことが出来ました。 
21日（水）、第33回神戸YMCAチャリティーゴルフ大

会が、花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコースで、爽やかな天気の

もと、52名の方々にご参加していただき開催されました。大

会での募金とは別に「神戸YMCA子ども奨学金」への募金

をお願いしましたところ、26,587円のご寄付をいただきまし

た。当日参加できなかった方からもチャリティー協力金や物

品をいただきました。収益金から諸経費を除いた約278,000
円は、神戸YMCA青少年指導者養成支援金として、また一

部を東日本大震災の復興支援として捧げさせていただきます。 
25日は雲一つない快晴の下、西宮YMCAでカーニバルが

開催されました。実は前日夜遅く西宮地方だけ雨が降り、影

響が懸念されましたが、無事始まりました。おかげさまで約

700名の入場者、そして600,494円の売り上げ（協賛金等含

む）をもって無事終了しました。 
 また、11月3日（祝）には、恒例のチャリティーランが晴

天の下、大勢の参加者を得て、開催され、各ワイズメンズク

ラブやリーダー会の模擬店もにぎやかで、楽しい一日を過ご

すことができました。これについては改めて次回のブリテン

にて報告させていただきます。ご奉仕に感謝いたします。 
 学校関係では、この秋に新しい学生を迎えています。専門

学校日本語学科に12カ国67名の新しい留学生を迎え、新学

期が始まりました。また、高等学院でも4名の新入学生を得

て、秋の入学式を挙行し、新しい学びの時が始まりました。

またご支援をよろしくお願い致します。（水野記） 
 

神戸YMCA行事・今後の予告 
  11/08～ 世界YMCA／YWCA合同祈祷週 
  11/13 YMCAセミナー／憲法を考える集い 
  11/21 西神戸YMCA幼稚園バザー 
  12/06 三田クリスマスの集い 
  12/10 宝塚市民クリスマス 
  12/11 第57回神戸市民クリスマス 
  12/19 学園キッズクリスマス 
  12/19-23 日韓ピースフォーラム 
  12/23 ハンドベルクリスマスコンサート 


