
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》 
9 月強調月間  Menettes メン、メネットの皆様、沢山のメネットに例会参加を呼びかけてください。

楽しい例会にしましょう。遠藤典子メネット事業主任（大阪泉北クラブ） 

   
 

      

 
 
  
 
 

  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
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。 
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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 9 月の聖句 ＞ 
＜そこで、わたしのこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川があふれ、

風が吹いてその家を襲っても、倒れなかった。岩を土台としていたからである。＞（マタイ福音書 7：24） 
8 月の末には大型の台風 15 号が到来し、恐れつつ標記の聖書箇所を思い出した。 イエスは、岩と砂の上に家を建てる人と

の比較で語った言葉である。20 年前の阪神大震災での建物倒壊の反省を踏まえ、多くの家が強い基礎工事で再建された。4 年

半前の東日本大震災の津波では海に面して巨大な堤防を建設して防御しようとする。では「福島の出来事」は何によって防ぐの

か。ハード面は備えることができるが、ソフト面である人間の「命」に対する備え、あるいは人間の「命の尊厳」に対する考え

を、自然災害との関連でどう担保するのか。原子力発電をする電力会社だけの問題でなく、日本国民全体の「現在と将来」に対

する大きな問いと試練の前に、私たちは立っている。                 （Rev. Nishizawa）

第 333 号 
2015 年 9 月

＜9 月第１例会＞ 

9 月はメネットの月です。六甲部進藤啓介部長の公式

訪問を受け、芦屋クラブメネットの春風みつこさんによ

る腹話術を楽しみます。 
 

＜記＞ 
日時：2015 年 9 月 10 日（木）19 時～21 時 
場所：三宮ターミナルホテル 4 階六甲の間 
会費：2,000 円  ドライバー：水野雄二ワイズ 
 開会点鐘：大野智恵副会長 
 聖句/祈祷：西澤他喜衛チャプレン 
 ゲスト・ビジター紹介 
六甲部部長公式訪問挨拶：進藤啓介さま 
会食・懇談 
腹話術：春風みつこさま 
8・9 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 

＜８月出席状況＞  出席率：75.0％ 
(出席総数) 15 /20 (在籍会員数) 
出席数：ワイズ 15（内メイクアップ4） 

メネット0､ゲスト0､ビジター0 計15名 

今後の予定 
＜六甲部部会・メネットアワー＞ 

9 月 5 日(土) 15:00～ ホテル北野プラザ六甲荘 
12:30～ メネットアワー 

＜9 月第 1 例会＞  
  9 月 10 日(木)19:00～ 三宮ターミナルホテル 
＜WAP ふれあいまつり＞ 

9 月 12 日(土)10:00～ ﾄﾖﾀﾊｰﾄﾌﾙﾌﾟﾗｻﾞ神戸 
＜9 月第 2 例会＞ 
  9 月 24 日(木)19:00～ 神戸市勤労会館 
＜10 月第 1 例会＞  
  10 月 8 日(土)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 

＜８月のお誕生者・９月該当者なし＞ 
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      

9 月になりました、皆様いかがお過ごしでしょうか。朝夕はすこし涼しさを感じるようになり、秋の訪れ

を間近に感じられます。同時に、台風など、特に今年は多いように思いますが、注意がますます必要となる

時期でもあります。各地において安全が守られるようにお祈りします。 
 ところで今年の夏は特に暑かったと思われる方、多いのではないでしょうか？30 代の私も小さいころの夏

はこんなにも暑かったかと思うほどです。これが温暖化の影響だとすると、このギャップはこの先どんどん

大きくなっていくのかもしれません。 
このようなギャップを感じるときは、気候だけでなく社会においても、変化に気づく機会だと思います。

特に世代間の違い、ジェネレーションギャップは、社会の変化を感じる最も多い機会ではないでしょうか。

例えば誰かに連絡するとき、メールだけで十分と思う若者世代と、電話こそ必要だと思うシニア世代とか・・・

こうした違いは面白みにもなり、ストレスにもなるのもまた事実かと思います。 
そんな違いも気になりますが、世代を超えて変えてはいけないもの、共有すべきものを忘れてはいけない

と思います。ワイズでは、ユース世代から上は何歳までも、と幅広い世代の人々が交流していますが、皆さ

ん世代を超えた価値を自然と共有しているからできることだと思います。時々そうした価値について考えた

り、話し合ってみてもいいかもしれません。 
 

ゲストスピーカー 春風みつこ（羽太光子）さま 

 今月のゲストスピーカーは 

腹話術の春風みつこさまをゲ

ストとしてお迎えします。  

春風さんは皆様もご存じだと

思いますが、芦屋クラブ 羽太

英樹ワイズのメネットです。日

本基督教団 芦屋浜教会の会員

です。春風イチロー師匠に入門 

ロゴス腹話術研究会会員で、師匠の願い聖書のみ言葉

を人形と共に教会学校・学童保育・地域・老人施設な

ど色々な所で 現在も奉仕活躍中です。 

 
＜８月第１例会報告＞  
日時：2015年8月22日（土）16:00～19:00    
場所：神戸真生塾 
出席：11名 
夏といえば、毎年恒例、「真生塾納涼大会」屋台のおっ

ちゃん、おばちゃんになる日です。ここ数年は、たこやき

の種を作る段取り、連携、何よりたこ焼きを焼く手さばき

は、職人の域に達しつつあります。ステージでは、たくさ

ん練習した子どもたちのパフォーマンス。たこ焼きもとう

もろこしも完売！販売は卒園生が手伝ってくれました。嬉

しいことに、20 年ぶりの卒園生との再会もありました！

再会を喜ぶ郡さん。それに応えて、缶コーヒーをプレゼン

ト。「続ける意味はこういうことや」と私に教えてくれま

した。なんでもない活動かもしれません。しかし、続ける

ことの尊さを感じることのできた夏祭りでした。ありがと

うございました。               （森） 

たこ焼は209食が売れ、その販売分20,900円＋材料代

5,483 円合計 26,383 円を真生塾に貢献することができま

した。それとトウモロコシを売ってくれたのは、卒業生の

城(しろ)  力道(りきどう)君とそのお友達(名前不明)で、勤

務先の運送会社が提供して下さったとの事です。真生塾の

皆さんも大層お慶びでした。長く続ける事の大切さがわか

りますね。私に関して言えば20年前に小学生だった男の

子が飲んでって缶コーヒーを持ってきてくれたのにウル

ッとしてしまいました、コーヒーが飲めないのに飲みまし

た、、、。                  （郡） 
 
＜８月第2例会報告＞ 
日時：2015年8月27日（木）19:00～20:45    
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、細見、水野、森、10名 
１）8月第1例会出席：ﾜｲｽﾞ 11，ﾒﾈｯﾄ 0，ｹﾞｽﾄ 0、ﾋﾞｼ

ﾀｰ 0合計11名 



２）出席率：11＋(ﾒｲｸｱｯﾌﾟ4名)÷20（在籍会員）＝75.0％ 
（第1例会欠席9名の内佐野・細見2名は第2例会

出席、井上・坂本2名は六甲部部会出席をメイクア

ップと認定する。 
３）7・8月活動報告の件 
＊ 7月25日（土）六甲部第1回評議会（大野智、大

野勉、鈴木、細見、山崎、山田6名 出席） 
＊ 物品販売収益4,695円、クラブファンドに入金した。 
＊ 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７名出席） 
＊ 物品販売収益19,449円、ファンドに入金した。 
＊ 8月15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）内容はブリテンにて

報告する。DBC交流として交通費補助を承認した。 
＊ 8月22日（土）第1例会、神戸真生塾納涼大会お

店出店奉仕。例年通り元気な子どもたちのうたや踊

りと共に楽しいお店が沢山出店した中の一部とし

てたこ焼きとトウモロコシを担当した。メンバーは

たこ焼き作りと販売で頑張ると共に食券を購入し

て大いに飲食することで貢献できた。 
＊ 8月27日（木）第2例会、神戸市勤労会館305室、 
３）9～12月クラブ例会予定     
＊ 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、ゲストスピーカーとし

て芦屋クラブ羽太ワイズのメネット腹話術の春風

みつこさんをお迎えする。ドライバーは山崎ワイズ、

会長点鐘は副会長が分担する。 
＊ 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 
ゲストに難病の山本育海さん智子さんを迎えます。   

＊ 10月22日(木)第2例会、神戸市勤労会館701室 
＊ 11月12日(木)第1例会、三宮ターミナルホテル 
神戸真生塾の施設長を迎えて現状を聞きます。 
＊ 11月26日(木)第2例会、神戸市勤労会館 
＊ 12 月第 1 クリスマス例会は例年通り 10 日(木)オリ

ンピアとグリーンヒルホテルに予約して、混声合唱

団くさぶえの出演をお願いする。 
４）今後の予定 
＊ 9月5日(土) 六甲部部会、六甲荘、メネットアワー

6名と部会10名申し込んでいる。 
＊ 9月12日(土)10:00~15:30 トヨタハートフルプラザ

神戸（神戸中央郵便局西向）「WAP ふれあいまつ

り」地域奉仕活動として出店し、売上は寄付する。 
＊ 他部部会：申し込みは山田交流委員長がまとめる。 
＊ 9/12(土)阪和部・奈良商工会議所、9/19(土)中西部・

ホテルグランビア大阪、9/26(土)中部・名古屋市公館、

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、11/14(土)西中国部・広島YMCA ｺﾝﾌｫﾚｽﾄ湯来 
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、当分今の状況で継続するが、会長メッセー

ジは届けるとのこと。 
＊ クラブファンド：「じゃがいも」日程、体制、9 月

第1例会にて決定しほぼ昨年並みにて進行する。 
＊ チェンライクラブと IBC締結については進展なし。 
＊ 大野勉次々期理事候補は、理事キャビネット、役員

について検討中、クラブとして可能な限り支援して

いく。 
６）ブリテン9月号：9月1日（火）原稿締切、9月4

日（金）発行、印刷、郵送。・9月第1例会真生塾

（森）、第2例会（鈴木）、9月第1例会案内（佐

野・鈴木）、東京むかでクラブキャンプ（山田）、

「WAPふれあいまつり」案内（大野智恵）   
以上  

 
＜東京むかでクラブ野尻キャンプ＞ 
日時：2015年8月15日（土）午後～17（月）朝 
場所：東京YMCA 野尻キャンプ 
出席：井内､大野勉､山田 
  今年も

東京むか

でクラブ 
野尻キャ

ンプでの

特別例会

に参加｡自

身は今回

で 5 度目

となり､ま

た当クラブからは新たに井内ﾜｲｽﾞが参加し DBC 交流

を楽しんだ｡東京むかでクラブも土井新会長のもと､鈴

木ﾜｲｽﾞ､伊坂ﾜｲｽﾞの新ﾒﾝﾊﾞｰ2名が参加され､ゲストキャ

ビンでの懇親(討議)が白熱した｡例会の前後の日程で実

施されている 小中高校生男子を対象とした野尻学荘ｷ

ｬﾝﾌﾟは今年で 80 年目となり､年々運営が厳しくなる中

でもこのように長く続き､結果として立派な社会人を

輩出していることが素晴らしいと改めて感じた｡また

10/10(土)の東新部会（部長はむかでの伊丹ワイズ）で

も学荘ｷｬﾝﾌﾟについて紹介することになっており､進行

について打合せた｡とても楽しみである。（山田） 



＜物品販売報告＞ 
＊8月中の物品販売の機会は無く、9月5日六甲部部会

び9月12日WAPふれあいまつりにて販売予定する。

ご協力お願いします。今年度累計 24,144 円がクラブ

ファンドに入金されています。  （大野智恵 鈴木） 
 
＜5年目の東日本訪問＞ 
 8月9日夜～13日朝までの4泊5日、車中2泊現地

2 泊の旅。今

回の目的は 2
つ。若い人と

一緒に行って、

現地を見ても

らい、子ども

たちに語り継

いでもらうこ

と。そして、

折りづるラン

を少しでも北

につなぐこと

だった。 
 3 人で行く

と、にぎやか。車もどんどん前へ進む。 
磐越道から常磐道に入る。道路わきに放射線量が表示

されている。2
輪車は通行禁

止。南相馬市

小高区は、日

中は人がたく

さんいるが、夜は居住で

きない。最近開店したロ、

ーソンは、午後3時閉店。

それでも、町の人は大感

謝。夜は、仙台 YMCA
のお二方と会食。 

翌日は、45号線を走り、宮古まで。教会再建間近の宮

古教会の牧師様と会食。その次の日は、宮古市の田老

地区に寄った。土地のかさ上げが進んでいるが、住民

はなかなか戻れない。避難所となっているグリーンピ

アの敷地には、まだまだ仮設住宅が多い。そこのお菓

子屋さんで買い物。お話しもお聞きした。「大工さん

がいないので、家を建てられない」とのこと。その後、

北三陸線沿いを一駅ラン。強行軍ではありましたが、

意味のある訪問でした。       （大野ベン記） 
<WAPふれあいまつり> 
 神戸ポートクラブが支援の一環として取り組むイベ

ントです。ご来場いただき（株）WAPがどんな活動を

しているのか、知っていただけたらと思います。お越

しいただいた方には、販売商品の「タピオカドリンク

とチョコレートバナナ」を召し上がっていただけます。 
お時間を作っていただき、ちょっと覗いてみてくださ

い！（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神戸駅徒歩約5分 阪神西元町駅徒歩約3分 
 
＜諸報告・お願い＞ 
＊ 2015－16 ハンドブック&ロースターを配布してい

ます。未だの方は第 1 例会で引き取ってください。

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。 
＊ 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3 6 9） 
口座番号 3 7 4 9 6 0 7  
名義：神戸ポートワイズメンズクラブ会計小田浩 

今夏も YMCA ではたくさんの交流がありました。それぞ

れの場面で、またその裏側で、たくさんのご支援をいただき

ました。詳細は割愛して列挙させていただくと… 
1. 台湾 ICCPJ 
2. シアトルYMCAグローバルティーン 
3. JCCCNCたかはしプログラム 
4. シアトルエクスチェンジプログラム 
5. 全国YMCA水泳、ユースバスケットボール大会 
6. じどうかんこども夏祭り 
等々。感謝申し上げます。 
9月からはイベントの秋が始まります。 
1. 全国YMCAリーダー研修会（9／19－22 名古屋） 
2. チャリティーゴルフ（10／21 花屋敷GCよかわ） 
3. 学園都市わいわいまつり（10／24） 
4. 西宮カーニバル（10／25） 
5. チャリティーラン（11／3 しあわせの村） 
等々。心と体の準備、よろしくお願いいたします。 

神戸YMCAマンスリーレポート 

相馬市磯部の慰霊碑 

南相馬小高区のローソン 


