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原佳子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の聖句 

  父がわたしの名によってお遣わしになる聖霊が、あなたがた 

にすべてのことを教え、わたしが話したことをことごとく思い起 

こさせてくださる。           ヨハネ福音書 14：26   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
連絡主事 小川勝之 
六甲部ファンド事業主査 吉岡浩一 
 

LT(リーダーシップ・トレーニング)を考えよう！ 

地域奉仕・環境担当 上野恭男 

５月は強調月間ＬＴです。クラブ例会を思い

やりの心で！次期クラブ役員とビジョンを語り、

ともに成長を目指しましょう。活動意欲とリー

ダーシップの高揚に「ワイズ読本」をご活用

下さい。と、佐藤典子理事は、アピールされ

ます。「ワイズ読本」はクラブの会員全員が購入し、読んでくだ

さい、とお渡ししましたが、果たしてお読みになりましたでしょうか。

ワイズを理解し、ともに同じ目的意識を持って行動することがい

いのですが、なかなかそうはいきません。ワイズに繋がり、イエス

キリストの愛を志し、地域奉仕活動などを楽しくすれば結果は

必ずついてきます。素晴らしい友情、コミュニケーションが結ばれ

て目の前が明るくなります。西日本区はＬＴ委員会によって会

長、主査の研修会を毎年開催していますが、毎月の例会で

実践できればすべての会員に奉仕クラブとしての使命、クラブ

員の自覚も生まれてくるのではないでしょうか。例会を大事にし

て、欠かさず出席しましょう。お役が何であれ、芦屋から六甲

部をそして西日本区、国際を見つめて国際ボランティア団体の

一員として気持ちを大きく持って活動しましょう。まず、自らを奮

い立たせるようにしなければいけません。自分が社会の中で必

要とされているんだと位置づけし、小さな一歩を踏み出していき

ましょう。具体的にどうしたらいいのでしょうか？「ワイズ読本」に

その答えがある筈です。 

 

 

 

 

 

 

主   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 ” 

 

5 月第１例会プログラム 

と き： ２００９年５月２０日(水) 19：00～21：00 

と こ ろ： ホテル竹園芦屋 ３階 

司 会： 吉岡浩一          ＇敬称略（ 

受 付： 田舍庸男・飯田義雄 

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  加輪上敏彦 

５． 食事・歓談  一同 

６． ゲスト・ビジター紹介 吉岡浩一 

７． ＹＭＣＡリーダー     向井睦・杉山智絵 

「タイワークキャンプ報告」      

８． 次々期西日本区理事挨拶  仁科保雄 

９． ニコニコ ＇いい事一言（ ドライバー 

10．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 

11．ＹＭＣＡニュース 橋本潤連絡主事 

12．誕生祝  柏原佳子 

     渡辺倫子・大澤昌子・加輪上史子 

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 

 

４

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 27 名 

メイクアップ １名 メネット 名 

出席率 84.2％ ビジター・ゲスト 12 名 

ニコニコ 10,800 円 
累計 

162,302 円 

ＢＦ切手 吉岡・渡辺 827 ｇｍ 
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４第１例会報告 

日 時： ２００９年４月１５日＇水（ １９：００～２１：００ 

場 所： ホテル竹園芦屋 

司 会： 堀江哲次         ＇以下敬称略（ 

出席者： 飯田、田舍、井上、上野、柏原、桑野、島田、 

都筑、堤、羽太、福原、堀江、吉岡、渡辺、 

橋本連絡主事 ＇１５名（ 

ゲスト・ビジター：藤本治＇ギター演奏とスピーチ（、田淵久美子 

新宮節子＇上野メン友人（、井上睦美＇神戸ｸﾗﾌﾞ（、 

渡辺徹也・宏子＇井上睦美さん友人（、堀隆之、 

内村忠生、犬童昌子、永田雅三、宮崎靖大＇熊本 

みなみクラブ（、長井慎吾＇西宮ｸﾗﾌﾞ（ 

４月第１例会は、たくさんのゲ

スト・ビジターをお迎えしての盛

りたくさんな例会となった。最初

に久しぶりに音楽を楽しむ例会

として、上野メンと芦屋川カレッ

ジでの同窓、現在ウクレレ教

室で活躍中の藤本治さんをお

迎えして、「ギターであそぼ」と題してフラメンコからジャズまでの

楽しい演奏とスピーチを聞かせていただいた。次に３月例会に

ひき続いて熊本みなみクラブからの５名ものワイズメン＇宮崎メ

ンは３月例会にも出席（が芦屋クラブと DBC を結ぼうとこの４

月例会に訪問・出席くださり、ご挨拶をいただくことができた。こ

の例会でもまた熊本みなみクラブのメンバーの皆様方の元気な

若い力を感じ

ることが出来た。

さらに芦屋ｸﾗ

ﾌﾞへの新規メン

バー候補でも

あ る 渡 辺 徹

也・宏子ご夫

妻のご出席をいただけたことや、長井慎吾メン＇西宮ｸﾗﾌﾞ（から

のユースファンドのご案内や井上睦美メン＇神戸ｸﾗﾌﾞ（や田淵

久美子さん、新宮節子さん＇上野メン友人（に出席いただき、

あわせて総勢２７名になった多数の方々との間でいろんな歓談

の機会と充実した行事による豊かな時間が与えられた例会と

なった。この４月例会ではその後定例の議事報告や誕生祝を

実施、午後９時に閉会点鐘できた。なお、ホテル９階でアフタ

ー例会のひと時を藤本治さんや熊本みなみクラブの皆さんと共

に楽しむ時間を持つことが出来たことも感謝です。 堀江哲次                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ＤＢＣ締結に向けて」 

この度わが芦屋クラブは、熊本みなみクラブとDBC締結の運び

となった。DBC としては３つ目の提携であり、IBC も締結への道

が近いことを考えると、弾みのついた進展を目の当たりにしてい

る思いである。吉岡メンの熱心な働きが柏原会長の支持のも

とに実っている経過ではあるが、クラブ全員の思いもここに結集

されている。六甲部の交流担当であったとき、盛岡との DBC

締結が実現し、担当としての面目を支えていただいたことを思

い出す。 

ワイズメンズクラブ

の素晴らしい点は、

クラブ内部の学び

や奉仕、交流に

止まらず、それが、

共通のミッションの

もと、地域、全国、

そして世界につな

がっていることにある。そのことを考えてみると、具体的に顔の見

える距離でクラブ外部とつながっていくことは、ワイズならではの

ものである。 

熊本みなみクラブはエネルギーに充ちているようだ。当クラブの

先方訪問に呼応して、２回続けて例会に出席していただいて

いる。平均年齢も当クラブに比し随分若いということだ。会員を

どんどん増やすなど、なにしろ「火の国・熊本」の情熱とエネル

ギーがみなぎっているクラブである。オジサン・オバサンの多いわ

がクラブであるが、刺激を受けて、当クラブが自負する気持ちの

若さや積極性を持続していきたい。 

私は、個人的にも熊本

YMCA には特別の親しみ

をもってきた。講演や研修

の機会を何度かいただき、

親しい友人もできた。熊

本バンド、水前寺公園、

熊本城などの観光も案

内され、名物馬刺しのも

てなしにもあずかった＇本

音は、ビーフ・イズ・ベター

であるが（。南国の暖かさが、観光にも人柄にも滲んでいる熊

本である。われわれ芦屋クラブとしては、北の盛岡、中央の鎌

倉に加え、バランスに富んだ DBC を活用し、また貢献するもの

でありたいと思う。                     島田恒 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

例会前のひと時を柏原会長宅で団欒 

もりおかクラブ便り 「芦屋クラブ様から届いたクッキーとお手紙紹介」      もりおかクラブブリテン 4 月号より抜粋転載 

＇前略（アンリーのクッキー美味しく頂きました。『芦屋は今桜色に街が染められております。先月のブリテン編集後記に懐かし

い石割桜が紹介されるとの事、楽しみにしております。エーデルワイスによく似た花、早池峰うす雪草は名前からはやさしく可

憐なイメージがあります』と、お手紙頂戴しました。それではここをお借りしてエーデルワイスと早池峰うす雪草を紹介いたしまし

ょう。エーデルワイスはアルプスの星と言われ早池峰うす雪草は岩手県の早池峰山だけにある固有種です。どうでしょう？イメ

ージ通りでしたでしょうか？期待を裏切らない可愛い花です。＇攻略（     井上修三 

☆ 西日本区熊本大会では「熊本みなみ」とのＤＢＣ締結を結びます。底抜けに陽気な南国のクラブと優しさが這うように伝

わってくる北国との締結を終えて私の２年間の会長も終盤になりました。東日本区大会十勝にも参ります。お目にかかれる

のがとても楽しみでございます。        柏原佳子 

 

 

 

 

ホテルロヒーのエンブレムは人気の的 
柏原会長も人気の的？？ 
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芦屋クラブは今年も 4 月 4 日＇土（5 日＇日（、芦屋川河畔の

「さくらまつり」に参加して例年通り「チヂミ」と「綿菓子」を販売

しました。 

4 日は一日雨模様

でしたが 5 日は晴天

に恵まれました。2日

間の結果は売り上

げ 33 万円、純益約

16万円でまずまずの

成績でした。 

例年の活動の中心

人物の柏原会長、

上野メンが西日本区の次期会長・主査研修会に出席のため

5 日の夕方からの参加となり、当番表の作成に苦慮することに

なりました。 

そのため神戸 YMCA の橋本氏に若い人達の応援を依頼しま

した。「綿菓子」の応援をして頂き大いに助かりました。会員の

皆さんにも出来るだけの参加を呼びかけて負担がかかったので

はないかと思います。特に桑野ウィメン、堤メンは前日の準備

から 2 日間のオール参加となり疲れられたように思います。終わ

った後のご苦労さん会にはいつもお元気な桑野ウィメンは売上

金の計算もありましたが不参加となりました。 

「さくらまつり」は 2 日間

だけでなく出店の申し

込み、材料の調達や

仕込等の準備作業、

また終わったあとの鉄

板の掃除や神戸教会、

みどり作業所への道具

の返却などの後片付

けと色々見えない部門

での仕事もありました。 

今回の特色の一つは 6 月に DBC を結ぶ熊本みなみクラブに

人参やにらの調達に協力を頂いたことです。熊本みなみと芦

屋クラブの協働の「チヂミ」となりました。 

二つ目はテントの売り場が芦屋川に作られた舞台の真正面と

いう好位置で、音楽を楽しめたことでした。4 日は雨でしたが音

楽があって退屈することがありませんでした。 

音楽のお好きな堤さん、福原さんは特に楽しまれていたように

思いました。今年も全員の協力のもと無事に成功裡に終わり

感謝の「さくら祭り」となりました。          都筑 省三 
 

収入 チヂミ・綿菓子売上＇2 日間（ ￥327,100 

 

支出 

出店料＇含む電力（ ￥78,320 

器材＆食材 ￥58,676 

その他 ￥25,000 

利益 ファンド会計へ ￥161,996 

参加者： 飯田、田舎、井上、上野、柏原、加輪上、桑野 
島田、堤、都筑、羽太、福原、堀江、吉岡、渡辺 
ＹＭＣＡリーダー 5 名 

 
 

4 月 4 日、5 日の桜は、咲くのを待っていたかの様に満開となり、

美しい景色を演出する中、芦屋クラブは、メイン会場の目の前

という絶好の場所で、チヂミ焼き、綿菓子を販売し大成果を

上げた。初日の土曜日は、生憎の雨、どうなるかと心配したが、

日曜日は、朝から見事な快晴・・・芦屋川の桜祭りを楽しみに

待っていたかのように老若男女がドッと押し掛け、満開の桜の

下は、人、人、人で大賑わいの活況を呈した。チヂミ焼き、綿

菓子にも大行列が出来た。堤、羽太、都筑メンを初めワイズ

メンの面々が、昼食も取らず懸命にチヂミを焼くのだが、お客さ

んは、一向に途切れることなく追いつかない。「いらっしゃい・・・

美味しいよ・・・」とお客様に声を掛け、ゴマ油で焼くチヂミがジュ

ー、ジューと美味しそうな音を立て、焼きたてのチヂミのいい匂い

に誘われ、お客様

が次から次へと押

し掛け、「美味し

かったよ・・」という

嬉しい感想を言っ

てくれるリピータも

あり、大忙しの大

繁盛で嬉しい悲

鳴となった。エプロ

ンは、粉まみれで

額に汗をかきながら焼く姿は、まるで、プロのチヂミ焼き屋さんの

様相であった。一方、綿菓子は、ＹＭＣＡからの若人の手伝い

があり、威勢のいい掛け声でお子様の人気をさらい、こちらも

大盛況・・井上、飯田メンは、綿菓子で頭を真っ白にしながら

頑張り大奮闘し、大きな売り上げに結びついた。皆さんの中に

は、チヂミ焼きのプロ、綿菓子名人といえる人があり、その腕前

とお客様を裁く姿は、それは、それは見事であった。人参とニラ

とチヂミ粉のレシピを企画立案したした方は、素晴らしいと思う。

ヘルシーであり、焼き始めるとジューいい音を出し、ごま油と醸し

出す香ばしい匂いの演出効果、さらに最後につけるチヂミのタ

レでヒリッとした美味しさがあり、しかも手軽な値段で評判がよ

かった。チヂミ焼きは、綿菓子と共に、桜祭りの名物となったの

ではないかと思う程人気があった。嬉しいことに売り上げも前年

を上回った。忙しくチヂミ焼き、綿菓子に参加した皆様、長時

間、お疲れ様でした。本当にご苦労様でした。来年も頑張りま

しょう・・・                     福原吉孝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さくら祭り＜チヂミ、綿菓子＞奮闘記 

 

土曜日の午前中、綿菓子には行列 

お昼前にはチヂミにも行列ができ始めた
空模様が一寸心配 

 

晴天の５日、我がブースの前は人、人、人 

０９－１０理事事務局便り 

はじめまして理事事務局長柏原です。六甲部から３６年

ぶりの理事選出にあたり、芦屋クラブから書記に上野メ

ン、事務局スタッフ＇国際担当（に吉岡メンがキャビネット

のメンバーです。熊本大会では準備役員会の資料、次

期のロースターの作成を上野書記が、その案内、返信を

事務局でまとめます。来年の“西日本区大会広島”は私

達が裏方として頑張ります。5 月 24 日には、広島西クラ

ブのチャーターに合わせて次期広島大会のホストクラブと

の会議に上野・柏原が出席します。応援してくださいね。  
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４月第２例会議事録＇抄（ 

日 時： 2009 年 4 月 22 日＇水（19:00 ～21:00 

場 所： 芦屋市民センター 204 号室 

出席者： 柏原、上野、飯田、桑野、羽太、吉岡、橋本、福

原、堀江＇９名（ 

報告・協議・確認事項 

◇さくら祭りについて全体報告＝飯田実行委員長 

YMCA リーダーの参加でＹＭＣＡとの協働が実現 

さくら祭りの会計報告を別途行う ＇売上約 33 万円（ 

◇会計報告 羽太メンより基本会計報告＇別途配布資料（ 

ファンド会計報告は第１例会で資料配布済み 

◇西日本区大会参加者＝田舎・飯田・上野・柏原・桑野・

堤・都筑・羽太・吉岡・渡辺・島田・島田ﾒﾈｯﾄ＇１２名（ 

◇ＩＢＣ、ＤＢＣについて＝吉岡交流委員 

DBC：熊本みなみクラブとの締結報告書を１６日付けで佐 

藤理事、小幡交流事業主任に提出済み 

IBC：エチューカクラブへ手紙送付またウｲﾂチャンと連絡する 

も特に進展なし＇5 月 2 日に進展あり（ 

◇ロースター名簿確認と連絡委員について＝上野メン 

個人情報の保護の時代であり、2009／2010 ロースターに

はメンバーの名前と住所＇町名まで（を記載する。ただし代

表者＋１名については連絡先がわかるように記載をする。

芦屋クラブの名簿は別に作成し各クラブメンバーに別途配

布する。＇書記（ 

◇井上恵子ウイメンの退会を承認 

◇ＹＭＣＡ報告   橋本連絡主事 

a（リーダー委嘱式の案内とリーダー昼食協力金＇１万円（の

お願いがあり、承認 

ｂ（維持会員の主管が「カレッジ」から「本部」に変更 

◇その他 

ａ（西日本区理事キャビネット＇上野書記・柏原事務局長・

吉岡国際担当（に対しクラブファンドより１０万円の支援

金を承認 

ｂ（飯田次期会長よりクラブファンドの充実、第１例会の進

め方＇３分間スピーチなど（のアイデア募集を提案された 

ｃ（吉岡ファンド主査より EF・JWF 献金の勧めと案内がなさ

れた                 担当書記：堀江哲次 

 

理 事 通 信 
                    西日本区理事 佐藤典子 

第 3回役員会・第 1回準備役員会が開催され、あらためて月

日の経つ早さに驚いております。西日本区大会の準備も終盤

に入り、熊本のワイズメン・メネットが皆様をお迎えする話合い

を行っています。登録へのお願いや提出書類等、ご迷惑をおか

けしているかもしれませんが、この状況をお察しいただき、ご容

赦をお願い申し上げます。＇後略（ 

西日本区大会、登録者 756 名＇4/27 現在（ 

登録 850 名を予定し計画を進めております。後、100 名の

登録をお願い申し上げます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                  ＹＭＣＡ連絡主査 橋本 潤 

◇イースター早天礼拝、晴天の下、開催！ 

神戸 YWCA と共催して大正年間から続く歴史を持つイース

ターの早天礼拝が、去る 4 月 12 日＇日（午前 7：00 より三

宮・東遊園地で開催されました。当日は、穏やかな晴天に

恵まれ、130名を越す多くの会員、職員が集り、豊かな時を

もつことができました。 

◇日本 YMCA 同盟、人事について 

日本 YMCA同盟山田公平総主事が、この 7月から APAY

の総主事に就任することになりました。日本がアジアや世界

に対して人的な面での貢献を果たしていくことになります。一

方、日本 YMCA同盟総主事には現在、富山 YMCA島田

茂総主事が就任することになりました。 

今後の予定   

◇」神戸 YMCA 創立記念日礼拝＇創立 123 周年（ 

  日 程： ５月８日＇金（午後６：３０～８：００ 

  場 所： 神戸 YMCA チャペル 

  奨 励： 辻 建牧師 「種まくものの生 

  ※タイ・ワークキャンプ報告も同時に行います 

◇2009 年度神戸キリスト教青年会定期総会 

  日 時：５月２９日＇金（午後６：３０～８：３０ 

  場 所：神戸 YMCA  チャペル 

◇故 近江岸建助名誉主事を偲ぶ会 

昨年 5月 29日に天に召された近江岸さんを偲ぶ会を開催

します。是非、ご出席ください。＇平服でお越しください。（ 

日 時： ５月３１日＇日（午後３：００～４：００ 

場 所： 神戸 YMCA チャペル 

メッセージ： 川上盾牧師＇日本キリスト教団東神戸教会（ 

 

ＹＭＣＡニュース 

編集後記： さくら祭りの記事を掲載しましたが、既に風薫

る青葉の季節です。連休は如何でしたか？ さて、熊本み

なみクラブとのＤＢＣ締結もいよいよです。もりおか、鎌倉と

一緒に４クラブ合同例会も夢ではありませんね。   桑野 

第 20 回チャリティーゴルフ大会 
４月２１日、大会が千狩カンツリー倶楽部にて開催された。 

今回、６４名の参加で、賑やかなコンペであった。芦屋クラブ

から、上野、飯田、福原の三名が参加し、三田クラブの杉

村メンと一緒にプレイした。３名の成績は、残念ながら、ベス

ト１０にも入ることが出来ず残念な結果であったが、ラウンド

中は、笑いの絶えない会話で、くつろいだ愉しいラウンドであ

った。特記すべきは、上野メンの素晴らしいフェアウェイでのナ

イスショット、飯田メンの見事なアプローチショットがあり、きら

りと光るショットと技をみせていた。優勝者のスコアは、７７で

ハイレベルな成績であった。芦屋クラブの参加者全員で、次

回には、「頑張るぞ・・・」と強く誓いあった次第である。今回

の趣旨のチャリティーとして２６０,０００円が「神戸ＹＭＣＡ青

尐年指導者養成基金」へ、又別に募金された３６,８９２円

が「神戸ＹＭＣＡ子ども奨学金」として寄付された。  

 

 

福原吉孝 


