
  
 
 

 
 

   

 第 32７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 3 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》 

3 月強調月間 ＪＷＦ 
皆様の感謝の気持ちが、ワイズ運動を支えます。 
ＪＷＦ献金にご協力をお願いします。 

     高瀬稔彦 ＪＷＦ管理委員長（岩国みなみクラブ） 
 
 

      

 
 
  
 
 

  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
食事代としてとして各自 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。 
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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.

＜ 2015 年 3 月の聖句 ＞             
＜イエスはこのように話してから、先に立って進み、エルサレムに上って行かれた。 

（ルカによる福音書 19：28.）＞     

主イエス・キリストが、十字架へと進まれた歩みを偲びつつ、受難節（レント）の時を歩んでいます。

今年は 4 月 5 日（日）の復活節の前日まで主の受難を心に刻み、そして復活を祝います。この受難の 
歩みを「十字架への道行き」と呼びます。イエスが重い十字架を担ぎ、倒れながらゴルゴダの丘へと 
進まれた。「ヴィア・ドロローサ（悲しみの道）」の姿でもあります。このイエスの道に私を重ねつつ、

「私の十字架」を担い続けます。                  （Rev. Nishizawa） 

＜３月第 1 例会＞ 

3 月は JWF の月です。みなさんの生活やワイズの活動で嬉し

いことやお祝い事がありましたら感謝の気持ちをワイズ運動

にお捧げ下さい。 
＜記＞ 

日 時：2015 年 3 月 12 日(木)19：00～21：00 
場 所：三宮ターミナルホテル４階六甲の間 
内 容：ドライバー：山崎往夫ワイズ 
開会点鐘  森 恭子会長 
聖句／祈祷 西澤他喜衛ワイズ 
会食 
「我が祖父、八代斌助（世界のヤシロ空飛ぶ主教）を語る」

社会福祉法人光朔会オリンピア理事長 山口 元 氏 
・諸連絡 
・2 月の誕生者お祝い及び今月のうた 
・閉会点鐘：森 恭子会長  

＜2 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0､ビジター0 計17名 

今後の予定 
＜西日本区次期会長主査研修会＞ 
 3 月 7~8 日  チサンホテル新大阪 
＜3 月第 1 例会＞ 
  3 月 12 日(木)19：00～ 三宮ターミナルホテル 
＜六甲部第 2 回評議会＞ 

3 月 21 日(土) 神戸栄光教会 
＜3 月第 2 例会＞ 
  3 月 26 日(木)19：00～ 神戸市勤労会館 305 室 
＜4 月第 1 例会＞ 
  4 月 9 日(木)19：00～ 三宮ターミナルホテル 
＜4 月第 2 例会＞ 
  4 月 23 日(木)19：00～ 神戸市勤労会館 

＜3 月のお誕生者＞ 
13 日：民谷 清ﾜｲｽﾞ   21 日：山崎 弥生ﾒﾈｯﾄ 

＜現在のファンド・累計＞ 
           1月        累計 
ニコニコ     2,000円      14,000円 
献金積立     17,000円      80,000円 

  物品販売         3,900 円     10,840 円 



会長メッセージ 
森 恭子 

やっと寒さが和らいできました。六甲山ふもとの我が家は極寒で、心から春の訪れを待ち望んでいました。1
月は、阪神・淡路大震災 20 年を迎えましたが、3 月は、東日本大震災 4 年を迎えます。あれから、4 年。復

興が進まない、という一方で、4 年といえば、当時中学 1 年生だった子は高校生となるなど、それぞれに新し

い未来が築かれてもいます。人々の心境はどうでしょうか。生活はどうでしょうか。県外避難された方々、原

発事故によって故郷を追われた人々、人がいなくなった街はどうなっているでしょうか。課題は多くあるもの

の、遠い神戸から、ワイズや YMCA 活動を通じて、これからもつながっていくことをしっかり心に刻みたい

と思います。こうして、つながっている活動として、3 月は恒例のタイ・ワークキャンプがあります。31 回

目となる今年は、無事に開催する運びとなりました。日々、芽生える希望に携わる喜びを感じ、私たちも春ら

しい希望溢れる活動を目指したいと思います。 
 

＊3月のスピーカー＊ 
社会福祉法人光朔会オリンピア理事長 山口 元 氏 
大阪、神戸YMCAを経て、阪神大震災西宮救援本部長

を最後に退職。全国YMCA主事会委員長。国立看護学校、

県立国際高校、松蔭女子大等非常勤講師歴任を歴任。現在、

認定NPO法人NVNAD理事、生と死を考える会理事、社

会福祉法人神戸いのちの電話、神戸海星会、甲南すこやか

保育園、すまいる学校厚生会各理事、医療法人社団病院の

監事、倫理委員、治験委員、中央区社協評議員、神戸市介

護認定審査委員（兵庫区合議体長）等を務める。 
YMCA奉職中、担当（連絡）主事として枚方、大阪長野、

泉北、和歌山、西宮等のワイズメンズクラブを担当。  
 
＜2月第１例会報告＞ 
2015年２月12日（木）19:00-20:30、神戸YMCA、出席14名。 
2月は、お馴染みTOF月間。食事なし、ゲストスピーカーなしで

ワイズ活動理解の時間としました。久しぶりのYMCAでの例会開

催となり、次期井上真二総主事から始まり前にご挨拶頂き、バレ

ンタインチョコレートの差し入れも頂戴して、始まりました。最

初に、山田ワイズより、国際的な活動であるワイズについて説明

がありました。ロースターにも書かれてありますが、あらためて

組織図をみながら部、区、地域、世界とあるなかで、「クラブ活動

がもっとも重要」であることを、確認できました。続いて、鈴木

ワイズから、各種ファンドについて、その成り立ちや使途などに

ついて、詳しい説明がありました。献金も非常に重要な活動のひ

とつ。しかし、それぞれがどのような目的をもっているものか、

たくさんありすぎてわかりにくいところがあります。特に、新規

に入ってくるメンバーにとっては、なかなか理解が追いつかない

点でもあります。知っているメンバーもそうでないメンバーも、

誰もがファンドの内容、使途について説明ができるような理解と、

そのための時間を作る必要性をあらためて感じました。また 
ファンドの集め方についても、かつては、個人の意思が反映でき

る形で集めていたという発言もあり、意識と理解を深める点から

も、ファンドの集め方には、引き続きクラブ内の検討課題として、

考えていく。活動の原点をメンバーで確認できる機会を、今後は

意識的に設けていくことを確認できました。（森 記） 

 

 
＜2月第2例会記録＞ 
日時：2015年2月26日（木）19時～    
場所：神戸市勤労会館3階305号室 
出席者：大野智恵、大野勉、小田、坂本、鈴木、丹羽、    

細見、水野、山崎、9名 
１） 2月第1例会出席：ﾜｲｽﾞ 14，ﾒﾈｯﾄ 0，ｹﾞｽﾄ 0、  

合計14名（第2例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ丹羽、細見、水野3名） 
出席率：14＋(ﾒｲｸｱｯﾌﾟ 3名)÷20（現会員数）＝85.0％ 

２）2月活動報告の件 
＊1/24YMCAイベント、六甲部へ分担金を11万円送金。 



＊7日(土) 18:00～ IBC交流特別例会（タイ・チェンマイ

クラブ、台湾・高雄クラブとの食事会）神戸クラブの呼

びかけに応えて大野智恵、大野勉、森、山崎、山田5名

出席 
＊9 日（月）六甲部部則検討会 部長経験者として山田、

鈴木出席、評議会に部則改定が提案される。 
＊12日（木）第1例会、19：00～ 神戸YMCAカレッジ

201室、出席会員14名、TOF例会食事なし、当日会費   

＠1000×14＝14000円はTOF献金へ。 
＊14 日（土）リソースモビリゼーション。（ファンド集め

に関する研修）森、丹羽2名出席。  
＊23日（月）クラブ会長総主事懇談会、森会長出席、年間

のYMCAの予定と支援献金依頼を提示された。   
＊26日（木）第2例会 神戸市勤労会館 305室にて開催。 
３）3～4月クラブ例会予定    
＊3月7日（土）揚がれ！希望の凧（須磨海浜公園）13時

凧作り、13時半凧揚げ、凧50個を準備する。 
＊3月12日(木)第1例会、三宮ターミナルホテル、 
ゲストスピーカーオリンピア理事長の山口元氏 

＊3月26日（木）第2例会神戸市勤労会館305室予約済 
＊4 月 9 日(木)第 1 例会、三宮ターミナルホテル、西澤ワ

イズによるイースターについて 
＊4月23日（木）第2例会、神戸市勤労会館予定 
４）今後の予定 
＊3月7－8日 西日本区次期会長・主査研修会（廣瀬献児

次期会長として出席予定）参加費用補助 
＊3 月 7 日（土）奈良傳賞資格審査委員会（鈴木は委員と

して出席予定） 
＊3月14日（土）神戸メネット会50周年記念感謝会  
（石坂和子、大野智恵、鈴木出席予定） 

＊3月21日（土）六甲部第2回評議会（出欠確認・クラブ

補助予定） 
＊3 月 28-29 日タイ・チェンライ、IBC 締結準備のため、

大野勉、小田、山崎3名訪問予定 
＊4 月 4 日（土）六甲部メネット・チャリティーコンサー

ト、チケット1000円40枚預かり、山田書記担当 
５）今後の課題・協議 
＊西日本区宛献金について（小田・橋本） 
献金積立の合計にクラブファンドを加えて合計 166,120
円を送金することを確認。 

＊YMCAタイワーク人数 が決定。(6名＋スタッフ1名:
西神戸本山主事)／クラブからの支援金は62,500円と決

定された。尚、リーダー による報告の日程は、5月第

1例会を希望する。 

＊4月19日(日)総主事就任式(神戸栄光教会)が行われるに

あたり、4月17日～21日海外ゲストが来神する。就任

式への出席とゲストたちへの支援が求められている。 
＊井上次期総主事は、ポートクラブに入会の予定準備中。 
＊「メネット事業・希少難病患者支援コンサート」 

4月4日のコンサートのチケットは40枚預かり、山田書

記が販売を担当する。当日役割検討。（大野智恵） 
＊クラブファンド「柿チップ」「新玉ねぎ」「ノクシカタ

カード」今後の販売可能な行事は？ 
６）ブリテン3 月号：3月2 日（月）原稿締切、3月5 日

（木）発行、印刷、郵送。2月第1例会（森）、第2例会

（鈴木）、３月第1例会案内（鈴木）、希望の凧揚げ（大

野ベン）メネット事業・玉ねぎファンド（大野智恵）、     

＜揚がれ！希望の凧2015 ｉｎ 須磨海岸＞ 
本年は、神戸ポートクラブ主催で行います。被災地のこと、被災 
者のことを決して忘れません。大空に凧を揚げて想いを届けよう 
という行事です。3月7日（土）須磨海岸で開催します。子ども 
たちを含めて参加をご準備下さい。 
 12時半：受付、その後たこ作り教室 

13時開会、14時30分閉会     （大野 勉） 
＜チェンライY’sとの IBC締結に向けて＞（2） 
最初3月末に予定しようとしたチェンライY’s との IBC
締結式は、もう少し交流してからとの意見を尊重して延ば

すことになり、その交流を深める旅を急遽計画、小田浩、

大野勉、山崎往夫の3ワイズメンが来る3月27日―30日

チェンライを訪問することになりました。短期間ですがチ

ェンライYMCAに泊まり、チェンライYMCAスタッフや

Y’sメンバーとの交流を深めたいと思っています。 
（山崎 記） 
＜東日本大震災復興支援リーダー会街頭募金活動報告＞ 

去る3月1日（日）に、大丸前、灘、夙川、学園、三田の5か

所で、東日本大震災復興支援リーダー会による街頭募金が行わ

れた。リーダー会では、震災以降、毎月1回の募金活動を継続

してきた。震災から4年目を迎えるにあたり、一つの区切りと

して今回の街頭募金は実施された。OB・OGも集まるなど、35
名の参加者により、募金金額122,543円の募金を頂くことがで

きた。なお、リーダー会の活動は、引き続き街頭募金活動に限

らず継続する予定です。         （森 記） 
＜「ポーポキ友情物語」in 岩手県大槌町＞ 

YMCAで活躍されている神戸大学大学院教授ロニー・アレキサ

ンダー氏代表のポーポキ・ピース・プロジェクトでは、震災以

降「ポーポキ友情物語」という布に絵を描いていくという活動

を続けている。2月26日～3月2日に、岩手県大槌町へ二人の

留学生と森ワイズを含む５にゃんが参加した。活動では、町内

のショッピングモールでの布展示と、さまざまな方を対象とし

たワークショップを行い国際色豊かなポーポキらしい活動の幅



を感じた。町は、土盛りのため立ち入り禁止となっており、刻々

と変化する被災地の状況、人々の心境も変化している。変化に

対応しながら、引き続き活動継続の必要性を感じる活動内容で

あった。       （森 恭子） 
＜メネット事業＞ 
4 月 4 日の「希少難病患者支援チャリティーコンサート」

に向けて、広報・チケット販売と当日の役割分担を行うな

ど準備を進めています。3月の第1週目で2回目のチケッ

ト販売状況を確認しますが、各クラブや個別に協力してく

ださる方々のお蔭で目標の200枚は既に超えています。 
長田高校からは 55 名という大人数での参加で、コンサ

ートを盛り上げてもらえることと思います。当日、東海大

学の佐藤先生には「病と人生～希少難病研究を通して」と

いうテーマでお話をしていただきます。マリアハープを楽

しみにしておられる方には、体験コーナーも休憩時間を利

用して設けています。 
あと1か月、皆様に助けていただきながらコンサートの

目的が達成できますように取り組みを続けていきたいと思

います。（大野智恵） 
＜新玉ねぎファンド＞ 
昨年も好評をいただきました淡路島の新玉ねぎの販売を行

います。今年は、神戸ポートが支援していますカレッジ・

アンコラージュ（エコールKOBE）の学生も活動に参加し、

収穫・運搬・販売を行う予定です。神戸ポートのファンド

づくりのみならず、地域奉仕としての活動にしたいと考え

ています。詳しくは、後日お知らせいたしますので、ご協

力よろしくお願いいたします。    （大野智恵） 
 
＜諸報告・お願い＞ 
＊下半期のクラブ会費納入をお願いいたします。小田会計

に現金支払いが難しい方は、三井住友銀行須磨支店（店番号

369）普通預金口座 3749607、神戸ポートワイズメンズクラブ

会計小田浩宛に個人名で入金した上で、小田会計宛電話か郵送

でお知らせください。 
同時にYMCA維持会費もご確認ください。 

＊大阪での西日本区大会案内は、個人宛に送られています

が、申し込みは各自で直接お願いします。申し込まれた

方は書記までお届け下さい。 （鈴木 記） 
                      

神戸ＹＭＣＡマンスリーレポート 
１．今井鎮雄先生お別れ会、盛大に開催 
 去る 2 月 8 日（日）に、ポートピアホテルのポートピア

ホールにおいて、昨年11月3日に召天された今井鎮雄名誉

顧問のお別れ会が開催され、約1100名の方々が参会くださ

いました。YMCAだけでなく、井戸敏三兵庫県知事、久元

喜造神戸市長をはじめ行政関係の方々、ロータリークラブ

の方々、関係諸団体の方々など多数の方々が今井先生にお

別れするため

に集まってく

ださいました。

式 は 神 戸

YMCAベルク

ワイアの演奏

に始まり、知

事をはじめ 4
名の方々のお

別れの言葉、余島リーダーOGの上田朝子さんのバイオリン

演奏に乗せたスライドショー、今井先生のDVD上映など、

今井先生を偲ぶ良い機会になりました。また、この会のた

めに多くの方がこられましたが、それぞれに同窓会のよう

なリユニオンの場となり、会終了後、それぞれのグループ

で旧交を温めておられました。これもまた今井先生のご功

績というべきでしょうか。当日、お手伝いをいただいた方々

に感謝いたします。 
２．海外ゲスト、今井先生の会に参集 
 2月8日の今井先生お別れ会出席のために、海外からゲス

トがお越しになりました。シアトルから元副総主事のト

ム・ホースレーさん、ボランティアのドン＆スー・バード

ご夫妻、元スタッフのジョージ＆ジョアン・ニコルスさん、

西シアトルYMCA館長のジョシュ・サットンさん親子、チ

ェンマイ YMCA から前総主事夫人のユワディーさんとお

嬢さん、名誉総主事のラチャンさん、総主事代行のチュラ

ラさんが、また、台湾・高雄YMCAからは元総主事の張 家

恵さんご夫妻が来日され、出席されました 
３．ワイズメンズクラブ六甲部会長・総主事懇談会、開催 
 去る2月23日（火）に、神戸YMCAに関わるワイズメ

ンズクラブ 8 クラブの会長の皆さんと懇談する機会を持ち

ました。YMCAからは支援いただいているタイワークキャ

ンプの実施について、三宮会館再開発について、2015年度

の方針計画、行事予定、担当スタッフなどについて報告し、

ワイズの皆さんからは YMCA に対しての要望や質問をお

伺いしました。神戸ポートからは森会長が出席されました。 
４．今後の予定    
1) イースター早天礼拝 
 日時：４月 ５日（日）午前7:00~8:00 
 場所：神戸東遊園地（神戸市役所南側） 
     西宮地区は甲東教会 
2) 総主事就任祝福式 

   井上真二総主事の就任式を下記のように執り行います。是非、

ご出席くださり、新総主事の門出を祝し、激励くださいます

ようにお願いします。 
   日時：４月１９日（日）午後3：00～5:30 
   場所：日本キリスト教団神戸栄光教会 


