
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》 

8月強調月間  Youth Activities 
若者（ユース）に、ＹＭＣＡやワイズメンズクラブについてもっと知ってもらい、 

互いに共感や連携のできるプログラムを推進しましょう。 
河合久美子Ｙサ・ユース事業主任（京都ウエストクラブ） 

 
 

      

 
 
  
 
 

  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
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 8 月の聖句 ＞ 
＜彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。＞ 

（旧約聖書イザヤ書 2：4）
今年は「戦後 70 年」である。この間も、幾度平和が語られ、幾度戦禍が重ねられたか。未だ平和は到来せず

である。「平和」という概念は、とりわけ新約聖書全体を貫き、特に福音書記者たちは、明らかに主イエスを＜

平和のもたらし手＞と見る。クリスマスの季節に必ず聞く言葉がある。＜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 2：14）＞と。主イエスはヘロデ王の時代に誕生され、ローマの支配で

のポンテオ・ピラトの下で十字架に付けられた。イエスの時代から、世は決して平和ではなかった。（ﾊﾟｯｸｽ･  

ﾛﾏﾅ/力の支配）が、聖書はイエスをして「平和の道へと私たちを導く」ことに確信的な希望として繋いでいる。

（Rev. Nishizawa） 

第 332 号 
2015 年 8 月

＜8 月第 1 例会＞ 

8 月第 1 例会は昨年に続き、神戸真生塾の納涼大会

に奉仕参加します。ポートクラブチャーター時から続

く地域奉仕活動で、児童養護施設の子どもたちが夏休

みの最後に夜店の買い物を体験し、歌や踊りを披露し

あって楽しむ納涼大会です。みなさんは子どもたちと

仲よくして頂き、多くの食券を買って飲食して頂くこ

とが奉仕活動になるのです。たこ焼きとトウモロコシ

を販売しますが、材料経費と売上料金すべてを真生塾

に寄付することになります。 
 

＜記＞ 
日 時：2015 年 8 月 22 日（土）17 時～19 時 
    16 時に集合して下さい。準備にあたります。

場 所：中央区中山手通 7 丁目 25－38 
 神戸真生塾 078-341-5897 

 

＜７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2） 

メネット0､ゲスト2､ビジター2 計21名 

今後の予定 
＜8 月第 1 例会＞  
  8 月 22 日(土)17:00～ 神戸真生塾 
＜8 月第 2 例会＞ 
  8 月 27 日(木)19:00～ 神戸市勤労会館 
＜六甲部部会＞ 

9 月 5 日(土) 16:30～ ホテル北野プラザ六甲荘 
＜9 月第 1 例会＞  
  9 月 10 日(土)19:00～ 三宮ターミナルホテル 
＜9 月第 2 例会＞ 
  9 月 27 日(木)19:00～ 神戸市勤労会館 

＜８月のお誕生者＞ 
20 日：西沢他喜衛ワイズ  30 日：廣瀬頼子ワイズ

＜2015年度のファンド・累計＞ 
            7月       累計 

ニコニコ 2,000円 2,000円 
物品販売 24,144 円 24,144 円 



 会長メッセージ 廣瀬 献児      

 

暑い日々が続いております。皆様いかがお過ごしでしょうか。特に熱中症の報道をよく耳にします。

皆様の健康が守られるようにお祈りしています。 
 楽しいのも夏。休みに家族やお孫さんと出かけたり、旅行に足を伸ばしたり…。冷たいものが美味し

いのも夏です。最近は変わりダネのかき氷をテレビでよく見かけます。たまには喫茶店などで流行りの

かき氷を試して、ひんやり楽しむのもいいかもしれません。 
 しかしながら、この夏の背筋が凍る雰囲気はどうしてもいただけません。法の支配そっちのけで、な

し崩し的に戦争に参加して武力を振り回せるようになろうとしている国に住む私たち。戦後70年の今、

いつまでも「戦後」を続けるため、"War is over, forever"と言えるようにするため、私たちはどのよう

に行動すべきなのでしょうか。 
 ワイズの国際交流の中に、その答えがあるかもしれません。ワイズの方々は、平和への祈りを行動で、

特に友好の輪を世界に広めることで示してこられました。そしてその成果がアジア地域大会の成功に現

れたと思います。多くの国から人々が、ワイズという友好のつながりを持って京都に集まり交流できた

奇跡。戦争をしていたら、ありえません。 
 ワイズにある平和の宝を育て、広げ、ユースに引き継いでいくことが、私たちが「やりたいこと、   

やるべきこと、やれること」ではないでしょうか。 
 

＜7月第１例会報告＞  
日時：2015年7月9日（木）19：00～21：00 
場所：三宮ターミナルホテル 六甲の間 
出席：ワイズ会員15、ゲスト2、ビジター2 
今年度のキックオフ例会を開催し､沢山のゲスト、ビジターがご出

席下さり、幸先の良い新年度となった。 
１）井上さんの入会式を、監事 山崎ﾜｲｽﾞ司式のもと、小野EMC
事業主任、安行 EMC 事

業主査立会で行った。井

上さんは神戸 YMCA 総

主事であり、水野元総主

事に続いての入会となっ

た。日頃からワイズ活動

を熟知しておられる井上

さん、YMCAに加えてワイズの方でも発展に務めたいとの力強い

入会挨拶であった。 
２)PHD協会事務局長 坂西卓郎氏、ボランティア・プジャンシュ

レスタ氏による卓話で震災後のネパールの現状を学んだ。 
・PHD協会は、ネパールを中心にアジア・太平洋地域からの留学

生を招いて、農業や衛生指導をする

団体である。 
・地震の緊急対策は専門ではないが、

今回の件を受け、乗り出した。週末

が幸いし、被害が少なかったものの、ネパール国内では 8,897
名の死傷者を出し、カトマンズの映像でその影響が把握できた。

元留学生からのリポートも同様に、数々の家が倒壊しており、

爪痕のすごさをより理解できた。 
・PHD協会として4/29元町大丸前で街頭募金を実施し、神戸の 

方の地震への深い理解で3時間だけで43万円も頂いた。 
・義援金送金が届かないという報道があったが、その配分が難し

いことも影響している。一世帯の定義によってもめることにな

るが、今回は同じ竈を使う人を一世帯と考える定義をしたとの

こと。(109→100世帯）。 
・トタン板を手配し、ようやく雨風をしのげる建屋はできつつあ

るが、 財産である家畜の建屋は未だ復旧できておらず、虎に食

べられてしまう例もあった。 
・第1段階の支援は終わったが、第

2､第 3 フェーズへと支援してい

くことになる。 
・村の人の声を聴くということが前

提なので、出来るだけ現地へ行き、

防災をテーマとした研修生の招へい、シェルター兼生協の準備  
等  々

・ネパールには、沢山の文化がある。ネパールでは女性は 3 回結

婚すると言われている。1 回目はフルーツと、2 回目は太陽、3
回目は人間とである。 

３）近況報告でメンバの体調が気になったがその後､良い方向へ向

かっているとの連絡があり､安心した。(山田 記) 
 
＜7月第2例会報告＞ 
日時：2015年7月23日（木）19時～    
場所：神戸市勤労会館3階305号室 
出席：井内、大野智、大野勉、小田、佐野、鈴木、丹羽、

水野、山崎、山田10名 
（第1例会欠席者の内、佐野ﾜｲｽﾞ本日出席、細見ﾜｲｽ  ゙
は六甲部評議会出席をメイクアップとする。） 



１） 7月第1例会出席：ﾜｲｽﾞ 15，ﾒﾈｯﾄ 0，ｹﾞｽﾄ 2、ﾋﾞｼﾞﾀ

ｰ 2 合計19名 
出席率：15＋(ﾒｲｸｱｯﾌﾟ 2名)÷20（在籍者）＝85.0％ 

２） 7月活動報告の件 
＊7月2日(木)ブリテン7月号発行、11部発送（メール使 
えないクラブ会員＋OB＋候補者） 

＊7月9日(木)第1例会、三宮ターミナルホテル。井上真 
二さん入会式、小野ＥＭＣ事業主任、安行事業主査立会。

PHD 協会事務局長坂西卓郎氏、シュレスタさんネパー

ル大地震救援活動報告。 
＊7月11日(土) 神戸ＹＭＣＡ新会館建築のためのスペシ

ャルコンサート in SEIAI（ハンドベル×落語） 
チケット15枚販売協力   井内、大野勉、小田、水野、

山崎出席 
＊7月23日(木)第2例会、神戸市勤労会館305室 
３）8～10月クラブ例会予定    
＊8月22日（土）第1例会、神戸真生塾納涼大会お店出店

奉仕、例年通り16時集合17時開始、たこ焼き、焼きと

うもろこしを調理販売する。例会として出席して沢山売

ること、真生塾の食券を沢山買って沢山食べること。販

売金額分はすべて真生塾への寄付になります。 
＊8月27日（木）第2例会、神戸市勤労会館305室 
＊9月10日（木）第1例会、六甲部部長公式訪問、芦屋ク

ラブ羽太光子メネットによる腹話術 
＊9月24日（木）第2例会、神戸市勤労会館303室 
＊10月8日（木）第1例会、三宮ターミナルホテル 
＊10月22日（木）第2例会、神戸市勤労会館 
４）今後の予定  
＊7月25日（土）六甲部第1回評議会（井上、大野智、大

野勉、鈴木、細見、山崎、山田7名出席予定） 
＊7 月 31 日～8 月 2 日アジア地域大会、（井上、大野智、

大野勉、小田、鈴木、山崎、山田、出席予定） クラブ

ファンドブース（物品販売コーナー）広告協賛依頼有 
＊8月8日（土）六甲部ローンボウル大会、しあわせの村、

（山田が午後から出席予定） 
＊8 月 16 日～17 日東京むかでクラブ野尻キャンプ特別例

会（井内、大野勉、山田出席予定） 
＊9月5日（土） 六甲部部会、六甲荘、詳細未定 
５）今後の課題 
＊次期廣瀬献児クラブ会長の健康状態と代行体制について、

第2例会司会は監事によって行われる。 
齋藤勲さんは軽い脳梗塞で県立西宮病院に入院してリハ

ビリ中だが、近く退院して自宅療養する。 
＊クラブファンド：「じゃがいも」日程、体制等、今の所

例年通り。 
＊タイ・チェンライクラブとの IBC締結について、その後

の進展なし。 
＊14 年度会計決算報告、15 年度会計予算案確認、丹羽和

子ﾜｲｽﾞが会計入出金担当される。 
＊次々期理事候補大野勉ﾜｲｽﾞよりクラブ及び六甲部として

の支援体制について語られた。  
＊9月12日（土）10時～14時「WAPふれあいまつり」 に
クラブとして出店奉仕する。 

６）ブリテン8 月号：8月3 日（月）原稿締切、8月6 日

（木）発行、印刷、郵送 ・7月第1例会（山田）、第2 例 
 会（鈴木）、8月第1例会案内（鈴木）、六甲部評議会（山 
 田）、アジア地域大会（大野勉）、物品販売（鈴木）、 
 
＜物品販売報告＞ 
＊7月25日六甲部評議会での販売 
柿日和（チップ）15袋販売益 2,205円 
瓦せんべい 5箱販売益 570円 
カード 16枚販売益  1,920円  合計4,695円 

＊7月31日～8月2日アジア大会での販売 
柿日和（チップ）77袋販売益 11,319円 
瓦せんべい 45箱販売益 5,130円 
カード 25枚販売益  3,000円 合計19,449円 

＊7月合計24,144円をクラブファンドへ入金しました。 
（大野智恵 鈴木） 
 
＜ 第1回六甲部評議会 ＞ 
日時：２０１５年７月２５日（土）１４：００～１９:００ 
場所：グリーンヒルホテル

神戸 
出席：大野智、大野勉、鈴

木、細見、山崎、山田 
今年度の第 1 回六甲部評議

会が開催された。六甲部部

則改定後はじめての評議会になり53 名(六甲部構成員の1/3 以上)
の出席が動員できた。進藤六甲部部長、井上神戸YMCA総主事の

挨拶に始まり、評議会、EMC 研修会、懇親会と 3 部の構成が滞

り無く終了した。前期からの取組みにより、六甲部がより活性化

されつつある。我々神戸ポートクラブとしても次回以降、多数出

席できるように今から予定を調整して行きたいと思う。(山田 記) 
 
＜アジア地域大会 ＞ 
第26回アジア地域大会が、7月31日から8月2日の三

日間、京都ウェスティン都京都ホテルで開催されました。

登録者数は 914 名、ユースコンボケーション参加者数 48
名という盛大な会となりました。 
神戸ポートから井上真二、大野智恵、大野勉、小田浩、

鈴木誠也、山崎往夫、山田滋己の7ワイズが参加しました。 



大会テーマ“Start Future Now!”～未来へ始めよう、今

すぐに～をテーマに、岡野泰和地域会長を中心に、京都部

全クラブが力を合わせて、2 年前から準備を始め、大成功

の裡に終了しました。1 日目は、毛利衛氏の基調講演「宇

宙からの贈り物」では、「つながり」をキーワードに、地球

人として生きていく私たちに大きな示唆を与えてください

ました。下の写真は、直前アジア会長主催の晩さん会での

笑顔です。（大野ﾜｲｽﾞと山崎ﾜｲｽﾞは、マーシャルとして奉仕） 
2 日目は、分散会（A.YMCA との協働、B.ユース支援、

C.アジア地域のエクステンション、D.CS と NDERF）に

分かれて協議が成され、午後は、エクスカ―ジョン（遠足）

で、様々な京都の夏を楽しみました。夜は、アジア会長主

催晩さん会。ユースを皮切りに各国文化紹介の後、ダンス

タイムで大いに盛り上がりました。3 日目は、報告会、閉

会式、来年の国際大会アピール、閉会式等を開催。大会を

通じて尽力された京都部のみなさん、マーシャルのみなさ

んに熱い拍手が送られました。来年の「国際大会 in台北」

（8月4日-7日）にみんなで参加しましょう。（大野勉記） 
 
＜WAPふれあいまつり＞ 
福祉事業としてエコール KOBE とカレッジ・アンコラ

ージュを組織する WAP が、障害者と福祉関係者の交流の

場として行うイベントです。今年で７回目となります。神

戸ポートクラブは、支援の一環として出店という形で昨年

より参加しており、今年は、「タピオカフルーツとチョコレ

ートバナナ」の販売を予定しております。また、イベント

のオープニングでは、マリアハープの清らかな音色と優し

い歌声を楽しんでいただけます。皆様のご来場を心よりお

待ちいたしております。（大野智恵 記） 
日時：9月12日（土）10:00~15:30 
場所：トヨタハートフルプラザ神戸（神戸中央郵便局西向） 

JR神戸駅より徒歩約５分 阪神西元町駅より徒歩約３分 
 
＜六甲部部会・メネットアワー＞ 
＊9月5日（土） 15:00～19:30、ホテル北野プラザ六甲荘 
 第1部 式典  15:00～15:45  
第2部 講演会  15:45～16:45  

テーマ：「日本YMCA同盟中期計画2014~2016」 
講師：中道基夫氏（神戸YMCA理事長） 

第3部 懇親会 17:00～19:30 
メネットアワー：12:30~14:00 
 講演：山崎知行氏ーチェルノブイリ事故や福島原発事故

の放射能被害、影響を調査し「子供健康相談」継続中 
報告①大野勉ﾜｲｽﾞ（東北へのボランティア活動の現状） 

②安行暁子ﾒﾈｯﾄ（東北復興の状況について） 
参加申込みはクラブ書記が纏めます。 

 
＜諸報告・お願い＞ 
＊2015-16 ハンドブック＆ロースターが届きました。新神

戸オリエンタルアベニュー２階のＹＭＣA本部事務局受

付でサインをして受け取ってください。ハンドブックは

毎年更新されています。西日本区の理事方針や事業内容

を再確認して下さい。尚、名簿は個人情報一杯ですので

取扱いには十分ご注意ください。不要ロースターの処理

にお困りの方は、鈴木書記にお預けください。発行印刷

会社に処理してもらいます。また、例会にて受け取り希

望の方は大野智恵ワイズまでお申し出ください。 
＊クラブ会費を例会時に持参しにくい方は、銀行振り込み

にてお願いします。振り込む場合は必ずお名前が分かる

ようにお願いします。 
 三井住友銀行須磨支店（店番号３６９） 
口座番号３７４９６０７  
名義：神戸ポートワイズメンズクラブ会計小田浩 

お昼に外出すると陽射しに肌がピリピリします。まさに

酷暑。東京オリンピックはスタジアムより気候が心配です。 
キャンプも国際交流プログラムも盛り上がっています。 
第30回チャリティーワインを楽しむ会（7／19）には

55名の参加があり、募金は113,000円になりました。 
これからのYMCAを担う中堅スタッフを養成する日本

YMCAスタッフ研修（9～11月）には小寺隆志（FWC）、
岩本和憲（CSC）の2名を派遣します。 

≪ 今後の予定 ≫ 
8／22（土） 太山寺児童館夏祭り 
9／12（土） 神戸YMCAちとせ幼稚園運動会 
9／19（土） 西神戸YMCA幼稚園運動会 
9／26（土） 高等学院前期卒業式 
9／6～11 APAY大会（韓国大田） 
9／18～22 天津YMCA創立120周年記念式典 
9／19～22 全国YMCAリーダー研修会 

以上 

神戸YMCAマンスリーレポート 


