
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》 
2 月強調月間  TOF/CS/FF 
あなたの奉仕で世界は変わる 

川上孝司 地域奉仕・環境事業主任（京都パレスクラブ） 

 
 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

TOF 献金として各自 1,000 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. 

＜ 2016 年 2 月の聖句 ＞ 

＜彼の受けた懲らしめによって、わたしたちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって、わたしたちは癒された。 

（旧約聖書／イザヤ書５３：５）＞ 

今年の教会歴によるイースター（復活祭）は３月２７日（日）であり、その前の期間の４０日間（日を除く）を、受難節（レント／

四旬節）と呼び、イエス・キリストの十字架の受難を偲ぶ。 

キリスト教の信仰は、十字架と復活に基礎づけられ、その中心は、「贖罪（しょくざい）」である。イエスが十字架に掛けられ、     

人（私）の罪が赦されたと、人々が信じるとき、そこにキリスト教の「信仰」が始まる。しかしこの贖罪を理解し、受け入れることは

容易ではない。新約聖書から始まるキリスト教とその教会は、宣教という働きを通して、「この救い」を伝え続けている。旧約聖書に

おいても、イザヤ書で預言者イザヤが「苦難の僕」を描き、標記の言葉を遣わしている。「彼の受けた＜懲らしめ＞と＜傷＞によって、

「平和」と「癒し」が与えられた。」と。 （Rev. Nishizawa） 

                                                

ｎ              

 

            

 

 

第 338 号 

2016 年 2 月 

＜2 月 TOF 例会＞  

2 月は(TOF)断食の月です。おいしい料理は出ません。

ポートクラブの地域奉仕・環境事業と、クラブ運営役割

確認について 語り合います。 

＜記＞ 

日 時：2016 年 2 月 18 日(木)19：00～20：45  

場 所：神戸市勤労会館 306 室 

内 容：ドライバー：郡 美恵子地域奉仕委員長 

 開会点鐘  廣瀬 献児会長  

聖句／祈祷 山崎往夫ﾜｲｽﾞ  

○メンバースピーチ：井内朋博ワイズ（お楽しみ） 

○クラブの事業委員と現状について考える。  

・次年度体制役割について 等  

・2 月の誕生者お祝い及び諸連絡 ・今月のうた 

・閉会点鐘：廣瀬 献児会長   

∗ TOF 献金として 1,000 円を負担して頂きます。 

＜1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3） 

メネット0､ゲスト0、ビジター1   計19名 

 

＜今後の予定＞  
＜2 月 TOF 第 1 例会＞    

2 月 18 日(木)19：00～神戸市勤労会館 306 室 

＜2 月第 2 例会＞    

2 月 25 日(木)19：00～神戸市勤労会館 701 室 

＜希望の凧＞ 

3 月 5 日(土) 10：00～須磨海岸  

＜六甲部第 2 回評議会＞  

3 月 5 日(土) 14：00～神戸栄光教会  

＜3 月第 1 例会＞    

3 月 10 日(木)19：00～ 三宮ターミナルホテル 

＜西日本区次期会長主査研修会＞   

3 月 12－13 日  チサンホテル新大阪  

 

＜2 月のお誕生者＞ 

7 日：佐野 恵美     27 日：井内 朋博ﾜｲｽﾞ   

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

ニコニコ 3,000 円 24,000円 

物品販売 0 円 28,685 円 

 



 会長メッセージ  

  廣瀬 献児          

この冬は寒暖の差が大きいように感じます。特に 1 月では記録的な大寒波で、多くのところで雪が降

り、また水道管が凍結、漏水して給水に困られた方が出たと聞きます。私の家の周りでも薄氷が池を覆

い、いつもと違う冷え方を感じました。このような時期は体調を崩しやすいので、ぜひ体調管理、カゼ

予防により注意して元気にお過ごしください。 

 この季節は受験シーズンでもあります。なぜこんな寒い時期に？という疑問はどなたも一度は持たれ

たのではないでしょうか。ご家族に受験生がおられる方は、しんどい雰囲気の中お過ごしかと思います。

特にこの寒い時期に人生に大きく影響するかもしれない受験を控える学生は、多くの人が経験してきた

こととはいえ、暖かく見守りたいと思います。 

 そんな矢先によく通うカフェで、「テーブルの勉強目的の利用はご遠慮下さい」との掲示を見つけま

した。なんでも、多くのお客様からカフェを勉強に使用する学生が多くて席に座れないとお叱りを受け

たとか。雑談や仕事でパソコンを開きながら長居する人たちも居るのに、学生をねらった心無いクレー

ムを言う人もいるのかと、寂しい気持ちになりました。誰だってしんどい時期には少しでもリラックス

できる場所にいたいと思うでしょう、そんな想像力や思いやりを持ってこの寒い冬を少しでも暖かくで

きればいいですね。 

 

＜1月第１例会報告＞  

2016 年最初の例会は 1 月 14 日(木)、三宮ターミナルホテ

ルにて開催されました。進藤六甲部部長をビジターとしてお

迎えし、クラブ会員15名の出席でした。 

ビジタースピーチでは、進藤部長から今年の六甲部の動き

について説明され、「YMCA と共に」との方針の下、特に     

2月6日(土)のYYフォーラムを盛り上げていこうと語られま

した。また大野次々期理事を支援する体制、組織作りの大切

さについて強調されました。 

メインスピーチでは、ポートクラブ会員でもある井上真二

神戸YMCA総主事から「神戸YMCA新年の抱負」と題して、

今年の神戸 YMCA のビジョンを 4 点にまとめて提言されま

した。まず1点目は、2016年は神戸YMCA創立130周年で

あり、改めて YMCA 運動の想いと交流を深めていくことで

す。5月8日(日)には、神戸教会にて創立記念日礼拝があり、

またアメリカ・シアトル、韓国水原の各 YMCA との交流事

業が予定されているとのことで、ますます盛り上がりが期待

されます。2 点目は、新三宮会館について現状と見通しにつ

いて紹介され、YMCAの事業を明確にしていくこと、協働事

業者との連携、そして新会館募金状況について説明されまし

た。3 点目は、神戸 YMCA 中期計画について紹介され、日

本 YMCA 同盟の中期計画、ブランディングとの連携におけ

る今後の取り組みについて紹介されました。そして最後に今

年も Y's と共に YMCA はあることを強調され、改めて両者

間の強い絆を共有しました。 

続いて出席会員から今年の抱負が語られました。(敬称略) 

鈴木誠也：書記の役割を早く次に引継ぎたい。時間には余裕

があるので、できることはやる。西日本区の役割は終わった

ので、ゆっくり出来ている。やっと初孫が出来そう。 

 
大野勉：今年還暦を迎える。46歳から始めたマラソンが25

回完走できた。60歳の間に30回まで実施したい。テーマを

身体の健康として、次々期理事を拝命した。事業主任が決ま

っていなかったが、京都クラブの廣島ワイズにお願いし、良

い方を紹介頂いた。理事は究極の奉仕、若い方に入って頂け

るように、進藤次々期書記と体制を作って行きたい。  

坂本庸秀：連絡主事して〇○年。今年57歳になる。静かに

健康を維持しながら、進んで行きたいと思う。連絡主事は仕

事でもあるが、そうでもない楽しみもあり例会に出席してい

る。出来るところまで、やって行きたい。 

郡美恵子：井上さん、坂本さん、岩井さんが歳を重ねて立派

になっているので、私も40歳を過ぎるはず!! 君付けで呼ぶ

のはまずいと思っている。仕事も引退したいが未だできない。

若い皆さんの後についていきたいのでよろしく。 

大野智恵：私も早く孫の顔を見たいが、息子はまだ未婚。そ 

れより両親の介護をしていて健康が大事だとまた認識した。 

健康維持には歩く事、モーニングに行く時も1万歩／日目指 

して歩いている。年末腰を痛めたが腹筋をしたら少しずつ楽 

になった。丹羽さんに刺激され、家計簿をつけることにした 

い。水野さんを見習って、断捨離を進めてすっきりしたい。

一つつぐらいは実行したい。 



小田浩：1/11を過ぎ、74歳になった。同世代の知人は病院

通いで忙しいと言っている。老人ホームへ転居した案内も届

く年齢になってきた。やはりエネルギーの根本は三度のごは

ん。満腹にしないことでなく、決まった時間に正しく食べる

事。2週間に1回満腹にするのが良いそう。 

丹羽和子：1988年、チャーターの時からYMCAとつながっ

ており感謝。会計を担って、ワイズのお金の流れが分かった

ので、豊かに使えるようにしていきたいと思う。ゼロから歩

んできた西神美賀多台教会は3月から後任にお任せし、その

後は、他の事もして行きたい。 

山崎往夫：世界YMCA 退職主事会の副会長を担当していた

が、アジアYMCA同盟総主事を退任した山田さんに、後継

をお願いし、肩の荷が下りた。年金の出ない多くのYMCA

へのサポートをお願いした。3/31～4/8に世界ＹＭＣＡ同盟

主催“PEACE BOAT”が実施される。今年はY'sも関わる

ので、サポートして行きたい。 

水野雄二：YMCAを退職してから、悠々自適の長期休暇をし

てきたが、1/11に神戸聖隷福祉事業団の理事長に選任され就

任した。毎日通勤しながら兵庫県下25施設を巡回するので

少し大変だが、Y'sも出来るだけ守りたい。来月5人目の孫

が出来る予定。楽しみにしている。 

細見俊雄：みなさん今晩は。今年もよろしく。日々おおらか

にお酒を飲みながら、将来の憂いは無く、その日を楽しみな

がら2、3年やってきたことも続けて行く。 

山田滋己：書記を引き継ぎつつ、次々期理事輩出が近づいて

いるので、西日本区での役割も考えていきたい。他クラブと

の交流を深めつつ、20代、30代の新規会員獲得を狙ってい

きたい。 

西澤他喜衛：ワイズ2年半在籍した。第1例会しか来れない

がお許し頂きたい。今年に入って既に2回葬儀を執行した。

最近は殆ど家族葬になってきたが、社会的地位の高い方の奥

様が無くなると参列者が一番多い。殆ど義理であるが、2日

で1,200名の場合もある。66歳で8月に67歳になる。西宮

甲東園にきて37年、もう何年かで引退する予定。元気なう

ちは例会に出席していきたい。 

佐野睦：西澤さんとは派遣神学生で甲東教会に来られてから

40年のお付合い。クラブ入会したころは教科書通りの生活習

慣病体形だったが15kg落とした。しかし、またリバウンド

してきている。仕事は2人でやっているのでかなり大変であ

る。 

廣瀬献児：昨年は会長担えずに申し訳ない。今年は健康を維

持して、普通の生活に戻していくことにしたい。色々と考え

たがYMCAが好きで、サポートして行きたいのでY'sも続

けて行きたい。会長任期中は出られる回数を増やして行きた

い。 

 

＜1月第2例会報告＞ 

日時：2016年1月28日（木）19時～    

場所：神戸市勤労会館4階408 室 

18時～BF使用済み切手整理作業、19時より第2例会 

１） 1月第1例会出席：ﾜｲｽﾞ 15，ﾒﾈｯﾄ 0，ﾋﾞｼﾞﾀｰ 1  

合計16名、本日、井内、民谷、森さん出席によりメイク

アップ認定。出席率：15＋(ﾒｲｸｱｯﾌﾟ 3名)÷20（在籍会員）

＝90.0％ 

２） 1月活動報告の件 

＊1月第1新年例会、14日（木）三宮ターミナルホテル

須磨の間、進藤啓介六甲部部長を迎え、ビールで新年の

乾杯、井上ワイズの神戸 YMCA 総主事としての新年の

抱負に続き、出席者全員の抱負が語られた。 

＊1 月第 2 例会は 28 日（木）神戸市勤労会館 408 室、

18 時より BF 使用済み切手の整理作業、19 時より第 2

例会、ブリテン2月号発行は10日（水）とする。 

＊東日本支援について：大野勉さんが「石巻こども餅つ

き大会」を積極的に支援し参加してきたが、クラブの東

日本支援活動として年間予定に加えると共に、予算化す

ることになった。 

３）2～4月クラブ例会予定     

＊2月第1例会、定例では11日になるが休日の為18日

に変更する。ドライバーは郡 CS 委員長、当日会費は

1,000円として、500円程度のサンドイッチを準備する。

内容は次期クラブ体制、内容について考える。神戸市勤

労会館306室予定。 

＊2月第2例会、25日（木）神戸市勤労会館701室 

＊3 月第 1 例会、10 日（木）三宮ターミナルホテル六甲

の間3.11東日本支援に関するプログラム準備する。 

＊3月第2例会、24日（木）神戸市勤労会館408室 

＊4 月第 1 例会、14 日（木）三宮ターミナルホテル六甲

の間、DV被害者支援NPOウィメンズネットこうべ」に

聞く。 

＊2/6（土）13時～17時 「YYフォーラム」、栄光教会  

18時～19時半 「懇親会」県民会館、3,000円。 

５）今後の課題 

＊次期会長､主査選出、次年度体制：次期会長は大野智恵 

さん、副会長に井内さんを内定の後、六甲部国際交流主査 

を推薦することになるが、慣例から廣瀬会長が主査が可能 

かどうか？話し合い、内定した。  

＊六甲部拡大役員会が 2 月 3 日（水）予定されているが

鈴木書記が会長代行して出席する。 

＊大野勉次々期理事へのクラブ支援について話し合った。

次期会計に予算化する。  

＊ポートクラブ・チャリティーコンサート：4月16日（土）

神戸聖愛教会、一般 1500 円、小学生以下 500 円として、



クラブ会員は一人10枚以上販売し、他クラブへのアピー

ルをお願いしたい。内容は長田高校音楽部と馬場さんの箏

(琴)の演奏。県外避難されている方を中心に、WAP、真

生塾のひとを招待したい。 

＊大震災復興支援活動“希望の凧”本年は3月5日（土）

10時～須磨海岸にて（JR・山電 須磨駅南東） 

＊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、1人5,000円献金は達成されたので、クラブ

としての送金額を決定する。本年度理事目標は合計すると

一人8,200円となるが7月1日会員数19人が対象になる。

昨年はクラブとして 156,620 円送金している。会計の判

断により昨年に準じて送るように確認した。 

６）ブリテン 2 月号：2 月 6 日（土）原稿締切、2 月 10

日（水）発行、印刷、郵送  会員からの原稿募集する。 

 

 ＜石巻訪問（もちつき）＞ 

 

1 月 23 日（土）午後 2 時～4 時宮城県石巻市立町子ども

センターにて、もちつきを行ってきました。仙台青葉城ク

ラブの清水ワイズ、東京 YMCA 伊藤剛士さん、仙台

YMCA 総主事村井さん、清水さんのお友だち郷内さん、

西村さん、武山さん、現地の中学生がお手伝いしてくださ

いました。8kgのもち米を3回に分けて、もちつきを楽し

みました。土曜日ということもあって、子どもセンターに

は、たくさんの子供たち、親子づれがあり、ついては食べ、

またついては食べ、さまざまに楽しんでいただきました。 

今回は、前日の夜9時に神戸を発ち、新名神、新東名、圏

央道、東北道、常盤道を経て、23 日正午に石巻着。もち

つき後は、石巻広域ワイズメンズクラブの準備例会に出席

し、スピーチもさせていただきました。被災地にワイズが

誕生するとのことで、世界が注目しています。4月の設立

総会、5月のチャーターナイトに向けて、みなさん大忙し

です。神戸からお祝いの気持ちを届けましょう。 

帰りは、日曜日の午前に石巻を発ち、途中雪の松島海岸、

瑞巌寺を見学して、一路神戸へ。午後10時に帰着しまし

た。                                （大野ベン記） 

 

＜諸報告・お願い＞ 

＊恒例のさんだクラブバレンタインコンサートは、2月11

日（木・休）14 時～三田市フラワータウン市民センタ

ーで、1,000円です。神戸電鉄フラワータウン駅前。 

＊BF使用済み切手処理作業は1月第2例会で行い、日本

切手、外国切手合計975 ｸﾞﾗﾑでした。年々減ってますの

で、年間通じてお知り合いに声をかけて集めてください。 

＊お年玉付き年賀はがき（CS資金）の当選番号は、 

下二ケタ 69、90 です。CS 資金は元来この当選切手を各自

周りの方から集めて換金してCS資金に充てること、だったの

ですが、現金の方が手っとり早いとのことから現金に頼ること

が増えてしまいました。今からでも当選切手を集められる方は

CS資金に上乗せして下さい。 

＊下半期のクラブ会費納入をお願いいたします。 

 例会の時丹羽会計まで、または「三井住友銀行須磨支店、普

通預金 3749607 神戸ポートワイズメンズクラブ会計小田浩」

あてに個人名で入金した上で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。 

＊第19回西日本区大会の案内は、郵送料節約の為にまと

めて会長宛届きました。例会にて手渡しています。申込

は書記がまとめますので、ご協力下さい。6 月 25 日－

26日大阪市中央区「松下 IMPホール」と「ホテルニュ

ーオータニ大阪」での開催です。 

＊EMC パートナー賞が新設され、各自からの申請が求められて

います。各自過去に3人以上のメンバーをスポンサーして入会

に導いた人は自己申告によって申請してください。可能性のあ

る方は書記までご相談ください。 

 

 

新しい年が始まったと思ったら既に2月。建築中の新会館

は「神戸 YMCA 三宮会館」に決まりました。工事は順調で

す。2月のイベントから幾つかお知らせします。 

1. ピンクシャツデー（2／24（水）） 

ピンクのシャツを着た少年を「ゲイ」と虐める現場を目

撃した学生が、友人たちと一斉にピンクのシャツを着て

登校、その輪が全校に広がり虐めが無くなったというエ

ピソードから始まった「いじめ反対運動」。今では 70

ヶ国以上行われ、全国のYMCAでも2／24にピンクの

シャツや小物を身につける事を始めています。 

2. 「日本YMCA基本原則に学ぶ」 

2／17（水）19：00－20：30、神戸市青少年会館にて。 

関西学院の山本俊正さんをゲストに迎え、日本 YMCA

基本原則の制定・改訂の歴史からYMCAの戦前･戦中・

戦後のありようと、今求められていることを学びます。 

3. 「未来を創るピースフォーラム」 

2／22（月）10：00－12：30、コープこうべ生活文化

センターにて。スティーブン・リーパーさん、アーニー・

ガンダーセンさんをゲストに、核と人類と平和をテーマ

にメッセージを聞きます。 

※   2、3とも参加無料 

要予約：078－241－7204 国際奉仕センターまで。 

神戸YMCAマンスリーレポート 


