
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(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》 

12 月強調月間  EMC-E YES 
Ｅの前にＭ（メンバー増強）。モットーの義務で、自分が連れてきてもらったように、仲間を連れてきましょう。

ドロップの前に 1人が 1人を連れてくる工夫。ＹＥＳ献金は新規クラブ設立資金です。 
小野勅紘ＥＭＣ事業主任（西宮クラブ） 

 
 

      

 
  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

食事代として各自 ３,000 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 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 12 月の聖句 ＞ 
＜その地方で羊飼いたちが野宿をしながら、夜通し羊の群れの番をしていた。すると、主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、

彼らは非常に恐れた。…「いと高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心に適う人にあれ。」＞（ルカによる福音書 2:8-9）    

世界中で祝われるクリスマス。12 月に入ると、街では電飾に彩られたクリスマスの祝祭に出会う。余りにも明る過ぎる光景。一方、2000
年前の世界で最初のクリスマスはどうであったのか？聖書は「救い主／イエス・キリストの誕生」を、寒空で夜通し羊の番をする「羊飼 
い」に最初に知らせた。あれから 2000 年が過ぎた。過ぎ去った 20 世紀は戦争の世紀といわれ、続く 21 世紀もニューヨークでの同時多発テ

ロから始まった。その延長線上に、私たちの世界はある。今年もあと僅かで終わる。1 月と 11 月のパリの事件やその他の事件を見つつ、そ

の背後にある貧しさや差別・偏見が生み出す私たちの「この世」を嘆き悲しむ。そのなかで「神に栄光、地には平和」を聞いた羊飼いのよう

に私の祈りをそこに重ね、今年のクリスマスを祝う。 （Rev. Nishizawa）

第 336 号 
2015 年 12 月

＜12 月第 1 例会＞ 
「混声合唱団くさぶえ」を迎え、特別養護老人ホ－ム「オ

リンピア」の皆さんと共にクリスマスを祝い、ホテルへ

移動したら DBC ナイトのクリスマス例会です。 
＜記＞ 

日 時：2015 年 12 月 10 日（木）18:30～21:30 

場 所：「オリンピア」・グリーンヒルホテル神戸 

〇クリスマス祝会 18:45～19:45  18:30 ｵﾘﾝﾋﾟｱ集合 
  混声合唱団くさぶえの合唱と大野ベンギター 
〇DBC ナイト 20:00～21:30 ｸﾞﾘ-ﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 
 開会点鐘：大野智恵 副会長 

今月の聖句・祈祷：山崎往夫ﾜｲｽﾞ 
 乾杯と会食、1 人一芸、 
今月の誕生者お祝い／諸連絡／今月のうた 
閉会点鐘：大野智恵 副会長 

＜11月出席状況＞     出席率：90 .0 % 

 (出席総数) 18 /20 (在籍会員数) 
出席数：ワイズ 18 （内メイクアップ4 ） 
メネット0､ゲスト4､ビジター1   計22名

＜今後の予定＞  
＜12 月第 1 例会＞ 
12 月 10 日（木）18:30 ～ 特養ﾎｰﾑ・ｵﾘﾝﾋﾟｱ 

20:00～  ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾎﾃﾙ神戸 
＜国際協力街頭募金＞ 
12 月 13 日（日）14:00～ 元町大丸北側前 
＜12 月第 2 例会＞ 
12 月 17 日（木）19:00～ 神戸市勤労会館会議室
＜神戸市民 クリスマス＞ 
12 月 11 日（金）19:30～ 神戸教会 
＜1 月第 1 例会＞ 
1 月 14 日（木）19:00～ 三宮ターミナルホテル
＜神戸 YMCA・YY フォーラム＞ 
2 月 6 日（土） 13：00～ 神戸栄光教会 

＜12 月のお誕生者＞ 

3 日：山田 貴子ﾒﾈｯﾄ   7 日：西澤 希恵ﾒﾈｯﾄ   
24 日：山田 滋己ﾜｲｽﾞ   31 日：井上 友恵ﾒﾈｯﾄ

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

ニコニコ 3,000 円 18,000円 
物品販売 401 円 28,685 円 



 会長メッセージ  

  廣瀬 献児      

クリスマスを間近にひかえた 12 月になりました。冬も深まり寒さも増してきたようで、私の周りでもカゼ

が流行り出したと聞きます。楽しい年末年始を過ごすためにも、皆様体調管理に気を付けて元気に過ごせま

すように。 
今年も振り返ってみると国内外の社会で様々な出来事が起きました。皆様はどのようにこの１年を振り返

られるでしょうか？私は社会の不寛容さが目立った年だったかと思っています。弱い立場にいる人たちの声

が聞き入れられず、困っている立場の人を受け入れないような状況を目にするたびに、寂しい思いをするこ

とが多かったからです。 
そんな居心地の悪く居場所のない現代社会の中で、クリスマスをお祝いすることに一層深い意味を感じま

す。クリスマスの物語では、キリストは馬小屋で生まれて、かいばおけの中に寝かせられたとされています。

2000 年前の当時にあってもとても粗末な環境が身重のマリアとヨセフに貸し出されたのです。しかしながら、

それでもその宿主は、他の部屋がいっぱいだからといって泊まるのを断った人たちよりも、少しだけ寛容だ

ったのかなと思います。 
ひとり一人が少しだけでも寛容でいようと思ってみんなが集まれば、きっと社会はより居心地のよく過ご

しやすい場所になるかもしれません。ワイズ、その他でもたれるクリスマスの様々なイベントがそんな場所

になりますように、メリークリスマス！ 
 

＜11月第１例会報告＞  
日時：2015年11月12日（木）19:00～21:00 
場所：三宮ターミナルホテル4F「六甲」 
出席：ﾜｲｽﾞ 14、ﾒﾈｯﾄ 0、ｹﾞｽﾄ 4、ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 合計18名 

  
「神戸真生塾の現状」(8 月に地域奉仕活動として伺って

いる児童養護施設のお話)：神戸真生塾施設長 富川和彦 
様 
 卓話の機会を頂いてありがたい。毎年､夏の納涼大会で汗

だくになりながらたこ焼きを焼いて頂き感謝申し上げた

い。 
  真生塾は7事業を実施している。全てが順風満帆ではな

く赤字の事業もある。児童養護施設､乳児院､保育所､児童

家庭支援センター､附属小児科診療所､病児・病後児保育で

ある。 
< 創立と沿革 > 

1890 年 5 月 23 日創立。前年の凶作で仕事もなく、窮

民が町にあふれた為、神戸市内のキリスト者有志が義援金

を募集し、“神戸貧民救済義会”を設立し、収容保護事業

に着手した。1893年 神戸孤児院となり淡路・三原出身の

矢野彀・はつ夫妻が院長・施設長になった。1929 年矢野

彀永眠後はつが理事長・院長を引き継ぎ、1934-1984 50
年間は長女水谷愛子さんが理事長・施設長就任、戦中戦後

を資材を投げ打って真生塾の運営に努められ、その後は今

井鎮雄氏が2010年まで理事長を務められた。 
1901 年 財団法人の許可を取得したが､第二次世界大戦

で全焼。大学に残された記録を基に歴史を紐解いた。1906
年 東北大飢饉。子どもたちが売買される時代､救済のため

に石井十次の活動を支援し 82 名の孤児を預かった(関学

の先生が調べて下さっている)。戦後1952年 社会福祉法

法人に組織変更。 
時は流れて 1995 年 阪神淡路大震災の被害のまま継続さ

れたが、2003 年 建替新築工事が 竣工した。子どもたち

が生活しながら建替えて行くので2年かかった。 
< 現在の特徴 > 
･乳児院は殺菌空調で､裸足で子どもたちが歩ける。 
･児童棟は2人部屋が基本だが､中高生は個室。夏は屋上プ

ールで遊べる。 
･児童養護施設では毎年琵琶湖へキャンプへ。 
･普段は神戸教会の教会学校に出席し、皆でお誕生会も実

施している。真生塾のクリスマスは毎年25日で礼拝には

生誕劇､歌や踊りの発表も続けられている。 
･近所のお母さんたちの懇談できる場もあり、大倉山公園

で月1回お絵描き大会を実施している。退所児童がホール

で結婚式を挙げたりもした。 
・常勤 97、非常勤約 30 名の職員が交代勤務で 24H365
日運営している。 
･88,913 件が全国の虐待通報､年間 2 割も増加している。

潜在的な件数まで入れると桁が異なる。これは世界的な傾

向であり､入所してくる被虐待児童は60％。入所して2年

間経つとやっと虐待を忘れられる。 



みなさんのご協力を得ながら子どもたちを育成してい

きたい。今後ともよろしくお願いしたい。   (山田記) 
＜11月第2例会報告＞ 
日時：2015年11月26日（木）19：00～20：40    
場所：神戸市勤労会館4階408号室 
出席者：大野智、大野勉、小田、郡、佐野、鈴木、丹羽、 
細見、水野、森、山崎、山田以上12名、司会：水野ﾜｲｽ  ゙
１）11月第1例会出席：ﾜｲｽﾞ 14，ｹﾞｽﾄ 4、合計18名 
第1例会欠席の細見、森2名は本日出席、井上、廣瀬献2
名はﾁｬﾘﾃｨｰﾗﾝ出席によりﾒｲｸｱｯﾌﾟに認定する。 
２）11月活動報告の件 
＊11 月 3 日しあわせの村にてチャリティーラン、タピオ

カドリンクとチョコバナナ、柿を販売し、収支差 21,431
円を実行委員会宛寄付、401円をクラブファンドに入金。 
＊11月12日（木）第1例会、三宮ターミナルホテル、「児

童養護施設 神戸真生塾のお話」「全国リーダー研修会報

告」 ゲスト：神戸真生塾 富川和彦さん、余島リーダー 

味口 純さん、長谷川弘樹さん、信田恵介さん。 
全国リーダー研修会参加報告と、参加費支援に対する感謝

があり、富川さんからはクラブとして8月の納涼大会に奉

仕参加している神戸真生塾の歴史と現状について PP を

通して教えられ、質疑も多くよく理解できた。 
３）12～2月クラブ例会予定     
＊12 月クリスマス例会、10 日（木）18:30 集合で特別養

護老人ホーム・オリンピアでのクリスマス礼拝と祝会に混

声合唱団くさぶえの協力を得て参加後、20 時からグリー

ンヒルホテルへ移動、DBC 東京むかでクラブ土井宏二会

長・神保伊和雄さん、森本晴生さんを迎え合同例会。ドラ

イバーは大野勉さん、1人一芸。会費3000円＋飲み物は

自己負担とする。 
＊12月第2例会は定例では24日クリスマスイブに当たる

ので、17日（木）神戸市勤労会館701室とし、ブリテン

1月号発行は1月6日（水）とする。 
＊1 月第 1 例会、14 日（木）三宮ターミナルホテル、各

自の新年の抱負に加えて井上総主事からYMCAの抱負を

聞く。 
＊1月第2例会、28日（木）勤労会館408室 
＊2 月第 1 例会、定例 11 日は休日の為 18 日（木）勤労

会館、TOF 例会、食事なし、使用済み切手整理、ワイ

ズ理解とする。 
＊2月第2例会、25日（木）勤労会館。 
４）今後の予定   
＊12/11（金）神戸市民クリスマス 
＊12/13（日）14時～16時大丸前、YMCA国際協力街

頭募金with 留学生＆国際ボランティア会 
＊12/23（水）14:00～灘区民ホールハンドベルコンサート 

＊12/25（金）17時半～ 神戸真生塾クリスマス祝会（礼

拝と生誕劇、歌・踊り等） 
＊2/6（土）13時～17時 神戸栄光教会 「YYフォーラ

ム」 その後、合同例会？ 
５）今後の課題 
＊クラブファンド：「じゃがいも」販売合計618箱販売、

車での配達が一部の人に偏ってしまっているので地域ご

とに効率的に配達できるような工夫を検討して欲しい。 
＊BF使用済切手各自集めて頂き、2月例会で整理作業を。  
＊大野勉次々期理事へのクラブ支援について  
資金援助の為にも、クラブファンド活動に更に励む。 
＊タイワークキャンプ参加者支援金の件、例年通り10万

円を上限に参加リーダーに支援する。 
＊ポートクラブ・チャリティーコンサート、4月ごろ目標

に検討する。長田高校音楽部（合唱）への出演依頼済み。

馬場さん（お琴の演奏）にも打診している。 
＊西日本区へのファンド献金、クラブメンバー1人5,000
円献金徴収と送金額についてーファンド委員検討する。 
６）ブリテン12 月号：12 月1 日（火）原稿締切、12 月

4日（金）発行、印刷、郵送 
＜チャリティーラン＞ 

11 月 3 日、晴天に恵まれ、多くの参加者と共に気持ち

の良い秋の一日を過ごすことができました。丹羽さん提案

のタピオカドリンクとチョコレートバナナは、9 月の

WAPふれあいまつり同様大変好評で、嬉しいことに早く

に完売してしまいました。 
今年は販売スペースを

広げていただき、メンバ

ーの参加も多かったので、

クラブとして良い活動が

展開できたように思いま

す。 
恒例の奈良の柿はたく

さん用意しておりましたが、これも残ることなく売れまし

たので、チャリティーランへの献金額合計は、21,431 円

となりました。 
昨年に引き続き、WAPの皆さんもたくさん参加されま

したが、10 分の 1 マラソンで「感動のフィニッシュ」が

あったと伺いました。

YMCAのランナーへの

サポートが素晴らしか

ったと、大変喜んでく

ださいまし た。チャリ

ティーラン参加によっ

て学習の場での活動に

（頑張った WAP のみなさん） 幅がでてきたり意欲的に



取り組むようになったりと、良い影響があったことの報告

をいただきました。完走できたことが自信に繋がったとの

ことです。充実した販売活動に合わせ、神戸ポートの支援

先の方々にこのように喜んでいただき、大きな収穫があり

ました。               （大野智恵） 
＜第20回京都部部会＞ 

日時：2015年11月1日(日) 16:00～20:00 
場所：京都ホテルオークラ 
  一昨年の六甲部部長期に出席できていなかった京都部

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。約350強が集まる西日本区最大の部会であり､式典

の後､バイオリンコンサート､フォルクローレのショータ

イム等､美味しい食事に音楽が重なり交流が進み､とても

満足して帰途についた。大野(勉)､山田が出席  (山田記) 
＜第14回西中国部部会訪問＞ 

11月14日（土）午後2時より広島YMCAコンフォレ

スト湯来にて部会が開催されました。部長は呉クラブ渡邊

悦司ワイズ。西中国部全クラブ協力しての部会でした。 
コンフォレストとは、コンフォータブル（心地よい）+

フォレスト（森）の造語。1969 年に開かれたみのち学荘

（キャンプ+研修施設）が数々の変遷を経て、2009 年に

施設等リニューアルと同時に「コンフォレスト湯来」と改

称された。水内川沿いの山間部は、自然がいっぱいで、の

どかな風景でした。 
集まったワイズは約120名。プログラムは、体験的プ

ログラムで、こんにゃく生芋からこんにゃく作り、もちつ

き、ピザ窯でのピザ焼き、そば打ち体験等、わくわくのプ

ログラム。作ったものをみんなで食することができました。

さらに宿泊組は、旧広島YMCA本館を移築したヴォーリ

スロッジにて、懇親会。日が変わるまで懇親を深めました。 
翌日は、水内川沿いを5キロさかのぼり、往復10キロラ

ンの後、朝食。みなさんとお別れして、湯来温泉に浸かっ

て、帰神しました。旧西部のみなさんとの出会いを今後も

大切にしたいものです。        （大野ベン記）

 
＜ハンドベル♪クリスマスコンサート＞ 
 12月23日（祝・水）午後2時半より、神戸YMCAベ

ルクワイアーのクリスマスコンサートが神戸市立灘区民

ホールで行われます。今年も、心に響く癒しの音色を楽し

まれてはいかがでしょうか。神戸ポートクラブは、20 枚

の販売協力をさせていただきました。（大野智恵） 
＜諸報告・お願い＞ 
＊お隣さんクラブ 12 月クリスマス例会です。クラブ訪問の

機会です。詳細、申し込みは直接又は書記鈴木まで。 
・12月5日（土）18時～ さんだクラブ、 JR三田駅前キ

ッピーモールにて、リーダーたちと共に、2000円 
・12月12日（土）12時～ 神戸西クラブ、グリーンヒルホ

テル神戸、礼拝（相浦牧師）祝会、4200円 
・12月12日（土）17時～ 西宮クラブ、オーシャンビュー

須磨、礼拝（丹羽和子牧師）と祝会、6000円 
・12月12日（土）18時～ 宝塚クラブ、宝塚ホテル、大阪

なかのしま・セントラルとの合同、5000円 
・12月12日（土）18時半～ 神戸クラブ、京町筋ガルニエ、

礼拝と祝会、6000円

・12月19 日（土）18時～ 学園都市クラブ、西YMCA、
礼拝（丹羽牧師）と祝会、留学生リーダーと共に2000円 

・12月23日（水・休）18時～ 芦屋クラブ、ホテル竹園、

礼拝と祝会、6000円 
＊進藤六甲部部長からの呼びかけで、神戸YMCAカレッ

ジの留学生の為に、この冬に使う『毛布』を募集されま

したが、ポートクラブからは佐野さんだけのようですが

貢献できました。毎年4月と10月に新入生の為に毛布

だけでなく、電気製品、台所用品等、生活用品が募集さ

れますので、お覚えください。 
＊使用済み切手は 2 月第 1 例会で処理します。各自集め

てください。缶ビールやジュースのリングプルは東京む

かでクラブに預けます。第1例会にご持参ください。 
 
 

1. YMCAセミナー／憲法を考える会 
11／13（金）日本基督教団神戸教会にて、奥本京子氏（大

阪女学院大学教授）を招き「平和を考えるワークショッ

プ」として開催、39名が参加しました。 
2. 幼稚園、保育園のクリスマス会 

12／5のYMCA保育園を皮切りに保育園、幼稚園など各

施設でクリスマス会がもたれます。 
3. 冬休みのプログラム 

雪不足が心配されますが、年末年始のスキー・雪遊びの

プログラムを受付中です。 
4. （仮称）新三宮会館建設工事 

年内には地盤改良と杭工事（400本以上打設します）を

完了し、本格的に建築が始まります。 
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