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今月の聖句 

  忠实な良い僕だ。よくやった。お前は尐しのものに忠实で 

あったから、多くのものを管理させよう。为人と一緒によろ 

こんでくれ。              マタイ福音書２５：２１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   長  柏原佳子 

直前会長  柏原佳子 
副 会 長  島 田  恒 飯田義雄 
書 記  堀江哲次 井上雅司 福原吉孝    
会 計  羽太英樹 堤 清 

監 事  都筑省三 町永昭五 
連絡为事  小川勝之 
六甲部ファンド事業为査 吉岡浩一 
 

ＥＦ・ＪＷＦのお願い！ 
吉岡浩一 

ＥＦとはエンダウメントファンド；国際信託基金、ＪＷＦは西日本

区ワイズ基金の意で、前者は国際へ、後者は西日本区への

献金です。 

ＣＳ，ＴＯＦ，ＢＦ等他の献金は年間一人当たりの目標額が明

示され献金の時期も決められているのに比しこれ等二種類の

献金は時期も随時、献金額は各々一口百米ドル、五千円と

あるだけで实際問題として献金し難い様に思います。 

これ等は共に個人からもクラブ卖位でも可能で、特に面白いの

はクラブとして年間百米ドルを１０年間継続して合計千米ドル

献金してオナーロールクラブとなる方法です。 

献金のモチベーシヨンとしては、個人の記念すべき事：たとえば

子女の就職、結婚、昇進、孫の誕生、入学、本人の銀/金

婚式、離婚、死別、再婚、新しい恋人など等。またワイズでの

役職引受、目標達成、引退など。さらにクラブとしては、新/転

入会、新規事業、周年行事の様な特筆すべき活動等です。 

先ず隗より始めよとのご指摘もあろうかと、ささやかですがファン

ド为査としてＥＦに百米ドルを申し込んだ上で芦屋クラブ内に

諮りましたところ柏原会長が次期理事を支える次期事務局

長として２０１０年の横浜国際大会の成功を祈って、とオナーロ

ール千米ドルを、また上野次期西日本区書記がＪＷＦに２口

壱萬円を寄付して下さいました。仲間の皆様、ＥＦ又はＪＷＦ

への献金を切に願います。 

 

 

 

 

 

 

为   題 
国際協会会長   「希望の灯＇ともしび（となろう」 

V.Ｓ. Bashir ”Be the Light of Hope” 
アジア地域会長   「希望の灯＇ともしび（となろう」 

Rita Hettiarachchi ”Be the Light of Hope” 
西日本区理事     「思いやりを持ってワイズライフを！」 
佐 藤 典 子 ”Enjoy Y’life with consideration !” 

六甲部部長      「悠々として急げ」ワイズライフ 
山 口 政 紀    ”Festina Lente !” 

芦屋クラブ会長     「凛として・・・」 
柏 原 佳 子    ”Onward Valiantly ” 

 

３月第１例会プログラム 

と き： ２００９年３月１８日(水) 19：00～21：00 

と こ ろ： ホテル竹園芦屋 ３階 

司 会： 羽太英樹          ＇敬称略（ 

受 付： 堀江哲次・吉岡浩一 

１． 開会点鐘 柏原佳子会長 

２． クラブソング斉唱 一同 

３． 聖書朗読 羽太英樹 

４． 食前感謝  小川勝之 

５． 食事・歓談  一同 

６． ゲスト・ビジター紹介 羽太英樹 

７． メンバー’ｓ スピーチ  井上雅司 

    「サプリメント＇健康食品（について」 

８． ニコニコ ＇いい事一言（ ドライバー 

９． 議事・報告 

   1（ 第 2 例会議事録承認 柏原佳子会長 

   2（ 各事業報告 各事業委員 

10． ＣＳ支援金感謝・挨拶  大澤二朗メン・柏原会長 

11． ＹＭＣＡニュース 小川勝之連絡为事 

12． 誕生祝い   柏原佳子会長 

      大澤二朗・柏原佳子・加輪上敏彦 

13． ニコニコ献金報告 福原吉孝 ＇ファンド（ 

14． 閉会点鐘 柏原佳子会長 

 

２

月

出

席

表 

在籍会員数 20 名 うち広義会員 １名 

第１例会出席会員 １5 名 第 1例会総出席数 17 名 

メイクアップ ２名 メネット 名 

出席率 89.5％ ビジター・ゲスト ２名 

ニコニコ 13,138 円 
累計 

144,152 円 

ＢＦ切手 吉岡・町永・柏原 873 ｇｍ 
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２月第１＇ＴＯＦ（例会報告 

日 時： ２月１８日＇水（ １９時００分～２１時００分 

場 所： ホテル竹園芦屋 バンブーガーデン Bar ９th 

司 会： 井上雅司                  ＇敬称略（ 

出席者： 飯田、井上＇雅（、上野、小川、柏原、加輪上、 

桑野、島田、都筑、堤、羽太、福原、堀江、吉岡、 

渡辺＇１５メン（ 

ゲスト：  向井睦 神戸 YMCA リーダー 

ビジター： 奈良昭彦 ＇京都ワイズメンズクラブ（  

 

２月は恒例のＴＯＦ例会です。会場はホテル竹園芦屋の最上

階にあるラウンジをホテルのご好意により貸切で使用させていた

だいた。開会前受付で会費並びに TOF、FF、CS、BFの献金

を済ませ、例会は柏原会長の開会点鐘を合図に開会。本日

のゲスト神戸 YMCA リーダーの向井睦さんからタイ・ワークキャ

ンプへ参加する１３名の一人として芦屋クラブでその熱い思い

の話があった。キャンプは３月１３日から２６日まで、帰国後５

月例会で成果について発表いただく予定です。食前感謝の後、

サンドイッチとコーヒーによる歓談の時間がもたれた。 

例会議案に入る

前に本日のビジタ

ー奈良昭彦メンよ

り YMCA 並びに

Y’ズ国際憲章の

綱領と目的を引

用し国際情勢の

現況についてのス

ピーチがあり、横

浜の２０１０年国際大会への参加呼びかけがあった。 

例会報告事項は YMCA ニュースを小川連絡为事よりブリテン

２月号にそって報告があり、留学生スピーチコンテストへのクラブ

からの協賛御礼と参加依頼、先般開催された留学生交流会

の御礼が述べられた。つづいて飯田次期会長より次期副会

長・書記・会計３役の指名とブリテン編集長、六甲部 EMC为

査の要請がなされ、各事業委員については自己申告によると

した。Y’サ、フアンドからの報告のあと報告・決議事項の審議

がなされた。    ※一部詳細省略、別項で個々に報告＇編集長（ 

◇１月度第２例会議事録の承認。 

◇ロールバック・マラリア献金について 

◇IBC・DBC について 

DBC 熊本みなみとの現況報告 

IBC について現況報告があり、IBC 締結に際しては双方で

オナロール献金＇US＄１，０００×１０年（を国際機関へ实

施する旨の合意のもとで行いたいとの提案があり、クラブとし

て了解した。 

◇西日本区大会への参加呼びかけと費用援助について 

◇芦屋みどり福祉作業所へのＣＳ支援金は了承され、西日

本区大会で発表される。これを祝って３月１日午前９時に

作業所へ集合することになった。 

定刻の午後９時に TOF 例会は閉幕した。     井上雅司 

ＣＳ支援金を記念して＇美しい朝に（                  

３月１日＇日（９時集合場所“みどり作業所”その日は、早春
の風が頬に気持ち良くやわらかな日差し中、三々五々集まっ
てくる皆様の笑顔を、松葉つえを手にネクタイ姿の大澤メンと
昌子メネットが出迎えてくださっていました。その日だまりがキラ
キラ輝いていて眩しくてこの瞬間の幸せな気持ちはきっと神様
からの贈り物でしょう。 
“知的障害福祉作業所”所長大澤メンを芦屋クラブに紹介さ
れた町永メンが横浜に引っ越しをされると伺ったのは昨年の１０
周年記念例会の最終打ち合わせの日でした。２年目の会長
の最初の夢はクラブのささやかな支援金だけではなく、愛の通っ
た“みどり基金”ＣＳ長期クラブ支援でした。チャリティランの日に
知らされた大澤メンの大腿部骨折のニュースは、みどり作業所
にもっと大きな力、ワイズメンズクラブの本来の友情と組織の力
をお伝えしたい！という想いに繋がっていきました。 
仕事の幅を広げる増設工事完成の中、結果的に２人同室の
問題が生まれてきており、個室に改装をするプランを实行でき
たのが芦屋クラブのＣＳ援助金運動です。それからの六甲部Ｃ
Ｓ为査の杉村様の積極的なお働き、六甲部部長山口さま、
ＣＳ事業为任杉浦さまの暖かなアドバイス、応援に心から感
謝いたします。何よりうれしいご報告は大澤メンが、乗り降りが
楽なように新しく購入されたミニカーに「芦屋ワイズメンズクラブ

寄贈の文字
を入れ芦屋
の街を走り
回ります」と
言ってくださっ
たことです。
ＹＭＣＡを地
域に持たな
い芦屋クラブ
に 、 ひ と つ

“地域と共に”のキャッチフレーズが生まれそうです。これは次期
飯田会長の想いでもあります。日曜日の記念撮影の後、それ
ぞれの待つ教会に、行事に、お仕事に分かれていきましたが、
ほのぼのと、「芦屋クラブメンバーってかっこいい！」と思いました。
１０周年記念例会に生まれたあの懐かしい言葉“余韻を残し
て・・・”を思い出しています。最後に“みどり号“は芦屋クラブの
ワイズの広報車かもしれません！           柏原佳子 

芦屋クラブ訪問とクラブエンブレム                                      

                                森田恵三 
去る 1月 21日六甲部の芦屋クラブ新年例会にスピーカーとして招

かれ出席してまいりました。例会場はいつものＪＲ芦屋駅前のホテ

ル竹園でしたが、今回は、ホテルに入ったとたんに気がついたことが

ありました。それは、玄関内の壁にいくつかのロータリー、ライオンズ、

ソロプチの三大奉仕クラブのエンブレムとともに肩をならべて、芦屋

ワイズメンズクラブの立派なエンブレムが掲げられていたことでした。

他クラブからのビジターも一緒にお聞きいただいた「ワイズ人生とその

魅力」のテーマでのスピーチは、時間の関係もあってワイズへの思い

を十分に話しきれませんでしたが、その最初にエンブレムのことにも

触れ、小さなクラブながらも凛とした規律と誇りのあるクラブの姿勢

がホテルの高い評価を受けたのだろうとお喜び申し上げました。 

＇後略（         ＇京都ウエストクラブブリテンより転載（ 

ホテルロビーのエンブレムの前で奈良昭彦メンと 
＇ワイズのロゴは次々期理事仁科保雄メン寄贈（ 
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     学園都市クラブ 15 周年記念例会 

２月１４日、学園都市クラブ 15周年記念例会が舞子ビラにて

開催されました。 昨年４月のわが芦屋クラブ 10 周年記念例

会を皮きりに六甲部５クラブが、神戸ポートクラブ＇２０周年（、

西宮クラブ＇６０周年（、宝塚クラブ＇２０周年（と続き、一連の

周年例会は一応今回が最後です。佐藤西日本区理事とそ

のキャビネットも熊本から、また歴代の理事も各地から参加さ

れ、総勢 100 名近くの華やかな集まりになりました。 

第１部では学園都市クラブ１５年の歩みやユースクラブの紹介

があり、ＹＭＣＡと強く繋がったクラブの独自の活動の歴史を知

ることができました。 

第２部のアトラクション

は琴の演奏、会場の

雰囲気ともよく合い、

和やかなひと時でした。

またメネットさんのアイデ

アのバレンタインデイに

因んだチョコレートゲー

ムも楽しい笑いを誘い

ました。＇男性は一寸

浮き足立った様です。（ 

引き続いて佐藤理事キャビネットが今年の熊本での西日本区

大会や来年の横浜での世界大会を、また我クラブから３名も

輩出している次期理事キャビネットも壇上で来年広島での区

大会をアピールし、全員者参加がエールの交換をしました。 

参加することでワイズの楽しさを知り、ワイズメンの繋がりを一層

強める充实した時間でした。芦屋クラブからは柏原会長、上

野、都筑、吉岡、桑野の 5名が参加しました。   桑野友子   

 

 

                

 

  
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

さんだクラブ「バレンタインコンサート」 

２月１５日＇日（、三田市ウッデイタウン市民センターで開催さ

れた掲題のコンサートに芦屋クラブからは柏原会長、飯田メン

とご友人２名、上野・堤・堀江メン・メネットの合計８名が参加

しました。＇柏原会長、上野メンは急に都合がよくなり参加、

嬉しいことでした。（当日は非常に天気も良く暖かく、“バレンタ

インコンサート”を祝福してくれました。このコンサートは今回で

第１６回目になるとのことです。最初に为催者のさんだクラブの

松本会長と三田 YMCA の松田館長の挨拶がありました。合

唱はダボーズ＇D’ABOUS（という神戸のことばで「あほ」という意

味をグループ名としたベテランの男性 5名によるコーラスグループ

でした。全員が６０才を越えたということで、そろいの“赤いセータ

ー”を着て出て来ました。関西学院在学中に結成したというこ

とで、“年老いてなお盛ん”を代表するバンドでした。メンバーに

よる歌の紹介＇曲目は丹波篠山、朝陽のあたる家、夢見る頃

を過ぎてもなど（とそれにともなう語りがなんとも面白く、歌だけ

でなくお話でも聴衆を魅了してくれるグループでした。最後の歌

のちかくでは「これだけたくさん歌うともう年でよれよれです」など

の発言もありましたが、しっかりアンコール曲“おてもやんなどの

日本民謡メドレー”を歌ってくれました。このような思い出に残る

“バレンタインコンサート”の時間を準備してくださったさんだクラ

ブの皆さんに感謝です。このあと、このコンサートに参加されてい

た西宮クラブの山口六甲部長・廣瀬・小野・山本メンたちと一

緒に会食を楽しみました。上野メンより提供いただいた美味な

ワインと豪華＇？（なステーキでの食事となり、楽しいアフターコ

ンサートになりました。柏原会長、上野・堤メンといろんな話題

で大いに盛り上がり、すばらしい歌とワインと食事とお話ができ

た充实した１日となりました。             堀江哲次 
 

     

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉クラブ 
田中義宣 

芦屋クラブのみなさま、ご無沙汰して申し訳ありません。 

現況： 会員数は７名となりました。したがって毎月の例会は

鎌倉クラブで開催しています。 

２月例会： ２１日＇土（午後６時 於て：鎌倉ＹＭＣＡ会館 

为なプログラム： 

１（飲茶会＇Yamuchahe（ 

中国雲单茶＇プーアール茶（ 茶師 佐川久勝メン＇号は

山嘉華（茶は樹齢千年、古代茶樹茶、発酵茶です。 

２（「中国にもワイズがありますよ」 卓話 田中義宣メン 

出席者： 鎌倉５名、横浜とつか４名、ゲスト１名 計１０名 

３月例会は１４日＇土（

由比ガ浜海岸で「わかめ

取り」例会を計画中。 

しばらくは月ごとに例会 

日を決め、楽しいプログラ

ムをおこない、メンバー獲

得を志しています。  

２月例会風景 

 

もりおかクラブ 
直前会長 井上修三 

芦屋クラブの皆様お元気ですか? 御無沙汰しております。 

過日の記念すべき２月１４日には本当においしいお菓子をお

送りいただき、ありがとうございました。 

当地暖冬と油断をしておりましたら、まだ、自然は健常でし

た。しっかりと、作物の恵みに与れるようにと人間に目を向けて

くれました。雪よけの疲労感を感じながらも、暖かい春の日差

しに目を細め、「景気は悪くもせめて心豊かにいよう。」と当クラ

ブ会員はゆったりと構えております。＇呑気すぎると言われそう

ですが。（ 

盛岡ＹＭＣＡも現在の状況では狭すぎるほどの盛況で、活発

に活動を展開しております。昨年１１月の募金に続き、大塚

君がスタッフとして働いている、タイパヤオセンターへの支援を目

的とした、チャリティーフットサル大会を３月１４日に控え、スタッ

フは飛び回っております。 

３月１日は卒業リーダー送別会が予定されております。大関

会長のもと、若者から元気をわけてもらいながら、「いえ、い

え、こちらから元気をわけているのです。」と自信満々の会員も

おりますが、それぞれが、日々を送っております。 

貴クラブにおいては、大きな使命を全うすべく準備に忙殺され

ている由、健康第一で精進されますよう祈念します。   

 

後ろで佐藤理事が挨拶をしている時 

芦屋クラブの５名はにっこりと記念写真 
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２月第２例会議事録＇抄（ 

日 時： ２００９年２月２５日＇水（１９：00～２１：00 

場 所： 芦屋市民センター３０４号室 

参加者： 飯田、井上＇雅（、上野、柏原、桑野、堤、羽太、 

堀江、吉岡＇９メン（＆小川連絡为事 

◇次期役員の選出 別紙参照 

事業委員の研修会を開催し、活動方針などの意見交換を 

实施する。開催時期は４月～６月で検討する 

◇ロールバック・マラリア献金９，０００円＇９００円×１０セット（を 

西日本区へ送金。 

◇タイ・ワークキャンプ支援金１０万円を贈呈 

   向井 YMCA リーダーの報告は５月第１例会で行う 

◇西日本区大会参加者へ登録費の支援を行う 

◇DBC 熊本みなみクラブを３月１７日＇第１例会（訪問 

参加者： 飯田・柏原・桑野・吉岡メン 

◆今後の大会参加及び旅費支援について会則に規程を設け 

る＇会則検討委員会（ 

◇その他の報告事項 

①３月４日＇水（ YMCA 留学生スピーチコンテスト 

参加者： 井上＇雅（・上野・柏原メン 

②３月１４日＇土（ 鈴木誠也次期理事支援コンサート開催 

③小川連絡为事が４月に異動、後任は橋本氏 
                              井上雅司

 

     留学生からの礼状   ＇原文通り（ 
芦屋ワイズメンズクラブのみなさん お元気ですか。 
２月４日はほんとうに楽しかったです。たべものはおいしし神戸の
レストランはきれいでした。芦屋ワイズメンズクラブのおじいさんと
おばあさんは全部やさしいしねっしんでした。 
まず芦屋ワイズメンズクラブのみなさん健康、つぎに芦屋ワイズ
メンズクラブのおばあさん、もっときれいになりましたね。おじいさ
ん、もっとハンサムになりましたね。 
それから２月４日はほんとうに楽しかったです。ほんとうにありがと
うございました。                        陳贇 

嬉しいニュースです！ 

スピーチコンペの会場で、
留学生交流会参加の
２人が顔を覚えてくれて
おり、楽しく会話が弾ん
だ上、陳餐＇中国（さん
が初級クラスで最優秀
賞を獲得いたしました。 
       柏原佳子 

芦屋ワイズメンズクラブのみなさん、みんなお元気ですか。 
みんなの親切な接待しました。とてもありがとうございました。 
食べ物もおいしいし、私達も楽しかったです。みなさんとしゃべる
とき、ちょっときんちょうです。でも鍛練していただきました。どうも
ありがとうございます。 
今まで、私またあの日を回想しました。とてもおもしろかったです。
またチャンスがあったら、私も行こうと思っています。 
みなさんと私達自分の将来を言いました。一緒に将来を想像
しました。あの間にたくさんのことを習っていただきました。 
さいご、みなさんいつもお元気だと思います。       林歓                  

午餐会に出席しました 

2月 28日＇土（12時か

ら神戸ＹＭＣＡで行わ

れた、＇財（広島平和

文化センター理事長ス

チーブン・リーパーさんの

午餐会は 40 人を超え

る盛況でした。55 年前、

青函連絡船「洞爺丸」で、ライフジャケットを女性に譲って遭

難された父君ディーン・リーパーさんと、神戸ＹＭＣA で数年とも

に過ごされて方からお声がかかり懐かしい話もでて、和やかに

会は進みました。食事のあと、リーパーさんは「戦争文化から平

和文化へ」と題した講演を 90 分にわたり巧みな日本語で話さ

れ、参加者を魅了されました。 

午餐会に初めて参加した柏原会長、吉岡、桑野、上野の 4

名は、上質の時宜を得たスピーチに満足しました。 上野恭男 

 

 

                      連絡为査 小川勝之 
今後の予定 
◇イースター早天礼拝 

恒例のいもがゆを食べながら、交換会もいたします。 

日 時：４月１２日＇日（午前７：００～８：１５ 

場 所：神戸東遊園地＇神戸市役所单側（ 

テーマ：未定 

説 教：大仁田拓朗牧師＇日本基督教団鈴蘭台教会（ 

◇第 20 回チャリティーゴルフ 

「青尐年指導者養成基金」へ支援を目的に恒例のチャリテ

ィーゴルフが千刈で行われます。是非ご参加ください。 

日 程：４月２１日＇火（ 

場 所：千刈カンツリー倶楽部＇三田市（ 

会 費：20,000 円 

◇神戸ＹＭＣＡ創立記念日礼拝 

今年は創立 123 周年の記念日礼拝です。 

日 程：５月８日＇金（＜時間未定＞ 

場 所：神戸 YMCA チャペル 

奨 励：辻 建牧師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＹＭＣＡニュース 

喜びの記念撮影をパチリ！です 

 

理事通信より 

◇アジアエリアＭＹＣ報告 
☆次々期アジア地域会長に高田一彦ワイズ＇東日本 
区 横浜クラブ（が選ばれました。 

☆２０１１年アジア地域大会は台湾区と決まりました。 
２０１３年は韓国西区が立候補しました。 

☆今年アジア大会が開催されるスリランカの治安につい
て北部を除き安全との報告がありました。 

◇西日本区大会早期割引は３月末日です 
第１２回西日本区大会＇６月６-７日 熊本市（の早期
登録割引は３月末です。なお、今回はご夫婦での参加
には更なる割引を準備いたしております。ご夫婦での登
録をお待ちしております。 


