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今月の聖句 

  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。  

イザヤ書 ２：４ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

会   長  飯田義雄 

直前会長  柏原佳子 
副 会 長  井上雅司  島田 恒  
書 記  堀江哲次  都筑省三    
会 計  羽太英樹 堤 清 

監 事  都筑省三 田舍庸男 
連絡主事  橋本 潤 

六甲部ＥＭＣ事業主査 福原吉孝 

芦屋ワイズ・ユースアクティビテイー 

羽太英樹 

今月は「ユースアクティビティー」の強調月間

です。 ＹＭＣＡにからむ若者（ユース）とのか

かわりでワイズとＹＭＣＡ理解を改めて思い

起こそうというわけです。芦屋にはＹＭＣＡが

ないので、直接にユースとの接触があまり多

い方ではありません。 しかし、その芦屋ワイ

ズの特徴を「芦屋カラー」として、長年にわたり、ふれあいを实

現してきています。 正月早々の神戸ＹＭＣＡで開催される「Ｙ

Ｙフォーラム」に積極参加し、若者からの力をもらい一年を始め

ます。そして２月の春節の頃には、ＹＭＣＡ語学学校で日本語

研修を受けている外国人青年留学生を招いての「語学留学

生との交流会」も回を重ねるごとに充实し、外国の青年とのふ

れあいの絶好の機会となっている。 次に恒例の１１月３日の

神戸ＹＭＣＡチャリテイーランへは、芦屋の「みどり福祉作業

所」との連携で毎年参加、「チヂミ」の出店も名物（！？）とな

っている。 今年もご協力よろしく・・・。 それからもうひとつ・・・

神戸ＹＭＣＡユースによるタイ・ワークキャンプへは芦屋クラブも 

１０万円の資金協力をしています。出しっぱなしではなく、参加

した青年からの貴重な経験を映像も交えて報告を受けていま

す。 高齢化社会の進む中にあって、ユースの力と想像力を芦

屋ワイズの活動に生かすことが望まれます。 
 
                       

  

 

 

 

主   題 
国際協会会長   「一つとなる力」 

Kevin Cummings   ”The Power of One” 
アジア地域会長   「夢見るアジア、愛するアシア」 

Chon Byung-Koo  ”Dreaming Asia, Loving Asia” 
西日本区理事     「すべてのいのちを大切に！」 
鈴 木 誠 也 ”Love & Care for All the Living Things” 
            －いのち・平和・環境― 
            －Ｌｉｆｅ, Peace, Environment－ 

六甲部部長      「希望の灯（ともしび）となろう」 
大 田 厚三郎   ”Be the Light of Hope”    

芦屋クラブ会長     「愚直に歩もう」 
飯 田 義 雄    ”Let’s Advance Day by Day” 

 

8 月第１例会プログラム 
と き： ２００９年 8月１9 日(水) 19：00～21：00 

と こ ろ： ホテル竹園芦屋 ３階  

司 会： 田舍庸男          （敬称略） 

受 付： 都筑省三・桑野友子 

１． 開会点鐘 飯田義雄会長 

２． クラブソング斉唱 一同 

３． 聖書朗読 都筑省三 

４． 食前感謝  島田 恒 

５． 食事・歓談  一同 

６． ゲスト・ビジター紹介 田舍庸男 

７． 「カンボジア地雷除去活動」  山本 豊 

８． 「３分間スピーチ」 柏原佳子 

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 飯田義雄会長 

   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  飯田義雄会長 

             堀江哲次、堀江節子 

13．ニコニコ献金報告 福原吉孝 （ファンド） 

14．閉会点鐘 飯田義雄会長 

 

ＡＤＤＲＥＳＳ：  WATANABE, Toichirou, 2-5-26  NIGAWA-TAKAMARU,  TAKARAZUKA  

665-0063, JAPAN      

 ｈｔｔｐ；／／ｗｗｗ．ｋｏｂｅｙｍｃａ．ｏｒ．ｊｐ／ｙｓ／ａｓｈｉｙａ／     ＴＥＬ・ＦＡＸ： 

0798-53-6112 

 

 

 

“To acknow ledge  the  d u ty  tha t  accompan ies  eve ry  r i gh t ”  

Ａｆｆ ｉ ｌ ｉ ａ ｔｅｄ  ｗｉｔｈ  ｔｈｅ  Iｎｔｅｒｎａｔ ｉｏｎａ ｌ  Assoc i a t i on  ｏｆ  Y ’s  Ｍｅｎ ’ｓC ｌ ｕｂｓ  

 

 

 

Address ： Yoshio Iida 1-2-2 Moriminami-cho Higashinada-ku, Kobe 658-0011, JAPAN 

Mail ： y-iida@jpu.co.jp   Phone ：  078-452-3973 

URL ： http://www.kobeymca.or.jp/ys/ashiya/  

 

ＴＨＥ Ｙ’Ｓ ＭＥＮ’Ｓ ＣＬＵＢ ＯＦ ＡＳＨＩＹＡ 
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８ 
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７ 月 統 計 

第１例会出席者 

メンバー  １６名 
ビジター   ４名   
ゲスト       
メネット     
合 計   ２０名 

例会出席率 

出席者   １６名 
メイキャップ   
合  計   １６名 
在籍者   １８名 
出席率 ８８．９％ 

ＢＦ切手    （累計） 

３５ｇｍ   （３５ｇｍ）     
吉岡 
 

ニコニコ     (累計) 
8,600円  （8,600円） 
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７月第１例会報告 

日 時： 2009 年７月１５日（水）１９：００～２１：００ 

場 所： 竹園ホテル芦屋 ３階 

司 会： 渡辺倫子 

出席者：飯田、田舎、井上、上野、柏原、加輪上、桑野、

島田、都築、堤、羽太、福原、堀江、吉岡、渡辺、

橋本連絡主事、大田六甲部部長、森書記、菅原

会計、佐伯地域奉仕・環境主査（2０名） 

今月は飯田新会長の下でのｽﾀｰﾄということで、六甲部より 4

名のビジターをお迎えしてのキックオフ例会となりました。柏原直

前会長のとろけるような食前感謝の祈りと共に今宵もおいしい

晩餐にありつくことが出来で幸いでした。 

会長の所信表明の後に

交代式が執り行われ、ま

た、西日本区理事を支え

る新役員の方々に大田

六甲部部長の立会いの

下、委嘱状が手渡されま

した。（拍手）  

飯田会長の所信はブリテ

ンの 7 月号に述べられていますが、YMCA の活動を支えて行く

ために出来ること、確かな歩みを目指しての強い意志を表明さ

れました。そして「ハチドリのひとしずく」の話で最後を締め括られ

ました。この小さな本が確实に私たち一人一人の歩みとなりま

すように、そう願わずにおられませんでした。これから一年よろしく

お願い致します。 

そして大田部長より公式訪

問のご挨拶を賜り、「地域

社会での有益な实践」「地

域社会を明るくする」の二点

を重点にワイズの歩みをなさ

れる御意志を表明されまし

た。 

飯田会長の発案で今回よりスタートしました 3 分間スピーチも

島田メンより格調高いお話を伺うことが出来ました。公共の世

界とは行政に独占される世界ではなく、民間から公共の領域

を作っていくことが大事である。ハートのあるみんなの領域であ

る社会に貢献すること

が大切で、ワイズの役

目でもあるというご自身

の本を紹介されると共

に、これを新会長に贈

呈されました。 

スタートの例会として身

の引き締まる充实した

お話をたくさん伺うこと

が出来て大変勉強に

なりました。大幅なプログラムの変更にもかかわらず、定刻主義

を守ることができて無事閉会となりました。一年間楽しいワイズ

になりますよう。                     渡辺倫子 

７月第２例会議事録（抄） 

日 時： 2009 年７月２２日（水）１９：００～２１：１５ 

場 所： 芦屋市民センター （２０４）号室 

出席者： 飯田会長、上野、柏原、桑野、堤、羽太、福原、

堀江、吉岡、橋本連絡主事（１０名） 

報告・協議・確認事項 

◇今後の行事計画・予定につき討議 

・クラブ研修会・懇親会の開催 

 ９月２３日（水） 13:00～9 月第２例会、  

15:00～研修会・懇親会 

場所： ユースプラザ（阪神／御影） 

 廣井ＥＭＣ主任（福原メン打診）を迎え、EMC をテーマに

六甲部（新人研修）にも呼びかける 

・９月第１例会（９月１６日）はメネット例会とする 

羽太メネットの腹話術（手品）を予定。  

（第２案は岡山氏／キャンプリーダーによる歌） 

・クリスマス祝会： １２月２３日（水） 会場は確保済、 

ゲスト・会の持ち方への提案を希望 

・留学生交流会： ２月１０日（第２水）に日程を変更する 

・チャリテイーラン： １１月３日（火・祝） 個人協賛金は

3000円以上。（昨年度 5000 円協賛の方は同額をお願

いしたい） 

◇神戸 YMCA １２５周年（2011 年）事業協賛金として六甲

部各クラブ１０万円／クラブ。（５万円／年を予算計上） 

◇ファンド事業について 

高知県のゆず（馬路村）製品を試験購入する 

じゃがいもファンドは輸送費など問題があるため別途検討 

蜜入りわれりんご（１１月頃＝DBC もりおかクラブ）をファンド

に追加したい 

◇年度収支決算・６月会計報告および新年度予算＝ 羽

太メンより報告 

基本会計とファンドの１本化。ファンド残金（約１７万円）を

基本会計年度予算に繰り入れ、クラブで必要な事業およ

び活動の費用（タイワークキャンプ、西日本区大会出席補

助、チャリテイラン、交際費など）は基本会計より支出する。 

ファンド会計はニコニコ、さくら祭り、チャリティーラン、各種ファ

ンド事業の収支を担当し、基本会計に繰入れる。 

◇その他 

  ８月１２日（水）の４クラブ納涼合同例会の出席予定者：

飯田会長、井上、上野、柏原、島田、都筑、羽太、福原、

堀江、吉岡 （１０名）           書記 堀江哲次 

今月のスピーカー  山本豊メン（大阪西クラブ） 

演 題：  「平和の探求－地雷問題を通じて考えましょう」 

プロフィール：  大阪西クラブのチャーターメンバー 

クラブ会長、元中西部長等の役職歴任 

         2009～2010年度中西部、Yサユース事業主査

ＮＧＯカンボジア地雷撤去キャンペーンの大阪事

務局で地雷廃絶問題に取り組み各種団体や

学校で講演活動等を行っています 

 

 

 

大田六甲部長と飯田・柏原新旧会長 
クラブ新役員（副会長・書記・会計） 

飯田新会長から元会長バッジを
装着される柏原直前会長 

大阪西クラブは今期中にカンボジアに 

学校の建設を予定しています 
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熊本みなみクラブ 会長 内村です。 
初めてのＤＢＣを経験し、「遠く離れた地に兄弟クラブがある」と
の想いはなんとなくいつも気にかけてもらえている、こちらも何か
につけいつも気にしていて、「ひとりじゃないってすばらしー」という
感じで、メンバー全員が、心のどこかでいつも喜んでいる实感が
あります。今回のＤＢＣのお誘いと締結、本当にありがとうござ
いました。 
お蔭様で、7 月のキックオフ例会にて新しく新入会員が増えま
したが、实はいいことばかりではなく、６月末に２名、７月にも１
名のメンバーが退会を希望されてクラブを離れていかれました。
（涙）。 仕事の事情で時間的に制限があるという理由が大き
いのかもしれませんが、メンバー間に仲良しと、そうではない溝が
あったことも大いに反省点と皆が認識し、気を引き締めてクラブ
の活性化を意識して行こうと話し合ったところです。 
今年度の末には３５名体制のクラブを目指して楽しんで行こう
と思いますので、ぜひぜひご支援をよろしくお願いいたします。 
交流委員会では、来年の４月１４日にはまたお邪魔して例会
に参加しようとスケジュールが組まれております。どうぞその際は
またよろしくお願いいたします。 
そうそう、それから今年の早い時期にみなみクラブのメンバー同
士の結婚式がとり行われそうです。（ほぼ確定）。ひそかに、どう
やって盛り上げようかと画策中ですので、ぜひ面白い趣向があ
りましたらお知恵をお貸しください。 
それからロースターを配る際に、各自が芦屋クラブのＤＢＣ欄に
「熊本みなみ」を自分で記入してもらうようにしていますので、よ
り意識が高まって幸いです。（※） 
また、お逢いできます日を楽しみにしております。 

         熊本みなみクラブ 会長 内村忠生                           
※ロースターの芦屋クラブのＤＢＣ欄に熊本みなみクラブが抜けていました 

もりおかクラブ 
暑中お見舞い申し上げます。 
梅雨の晴れ間の本日の空は秋の空のように高く澄んでいます。
岩手山はご機嫌よく今は微笑んでいるようですが、「いつ様子
が変わることか」知るのは気象予報士のみ？ 
兵庫県は、夏の思い出の１ページを飾る主要地として県民の
皆様も心は熱く燃えていることでしょう。 
ワイズメンバーの皆様も何かとお忙しい事と拝察いたします。 
盛岡ＹＭＣＡも燃えるスタッフ、リーダー達の熱心な働きにより
夏のプログラムも進行中。例会でのハプニングのご披露を楽し
みましょう。 
冷夏との見通しが出され、収穫物について注意報が出ており
ますが、美味しいりんごが出来るように、祈りましょう。 
暑さに負けずお過ごし下さい。北東北より念じております。 
           もりおかクラブ 井上修三（メンバー 一同） 

六甲部第一回評議会 

日時： 7 月 18 日（土）  場所： 神戸ＹＭＣＡ 
第一部 評議会（１３：００～１５：００） チャペル 
第二部 懇親会（１５：００～１７：００） サイコー亭 
第一回評議会が森書記の司会進行により粛々とすすめられ
た。まず前年度の活動報告が行われ出席者の承認を得た。
次いで新年度の活動計画として大田部長より六甲部の方針、
各事業主査より各事業方針、８クラブの各会長よりクラブの運
営方針などが順序良く発表された。 
芦屋クラブからは飯田新会長の芦屋ク
ラブの方針が発表され、六甲部のＥＭ

Ｃ主査を遂行す
る事になった福原
よりその方針を説
明した事を報告し
ておきたい。その後、フロアーの出席者
から改善、提案等があり熱心な質疑
応答が行われた。新年度の太田部長

を初めとし、六甲部役員、各クラブ新会長は責務遂行にあた
り緊張感のある発表内容であり新たなる方針が確認出来、
重要な役割を担う各責任者の新たなる強い決意、さらには明
るい希望を感じる事が出来た。また、来賓として水野ＹＭＣＡ
総主事、鈴木西日本区理事よりご挨拶を頂戴した。 
評議会の終了後、懇親
会が開催され、各クラブと
の情報交換、懇親が行
われ、美味しい料理と飲
み物を味わい和やかで賑
やかな雰囲気の内に、滞
りなく終了した。  
飯田芦屋クラブ会長の活
動方針である＜愚直に
歩もう！＞の主題の下、今年度も、緊張感のある中にも、より
愉しく地域を励ます密着したワイズメン活動とＹＭＣＡサポート
の成功を強く思った次第である。           福原吉孝 

六甲部メネット連絡会 

7 月 29 日、第一回のメネット例会が芦屋モンテメール西村屋
にて行われました。全体的には顔合わせ的な感じがしましたが、
森西日本区主任、濱主査の報告と方針を伺いました。 
◇２００８～２００９年の会計報告 物品販売会計 
◇メン、メネットが互いに助け合い、励ましあい、高め合ってワイ
ズライフをより活性化充实したものにしましょう 

◇メネットの集いが良き居場所となるように親睦を深め、又学
びや奉仕に励みその喜びを分かち合いましょう 

◇女性メン（ウイメン）とも力を合わせメネット会の活性化を図
りましょう 

◇以上の事業方針を森主任が話され六甲部として本年度は
「神戸命の電話」を支援する 

◇９月１２日の六甲部会の当日１０時からメネット会を開催 
◇その他、国際大会に向け「平和ペンギン運動」 「お手玉つ
くり」に協力 

参加者：橋本・山本（神戸）、浅野純・濱（西宮）、加茂（西)、
福田（宝塚）、安行（三田）、飯田義雄・ふみ子(芦
屋)、森主任（神戸）            飯田ふみ子 

みどり作業所夏祭り 
８月１日、心配された午前中の大雨がウソのように晴れ、芦屋

シーサイドタウンで「みどり作業所」は大澤メン・メネットが綿菓

子・かき氷・お茶の販売に大忙し！事務局の仕事を終えた

後、上野メンと顔を覗かすと「飯田会長からジュースの差し入れ

がありました」と去年の事故などなかったかのようにお元気そう！

都筑メンもいろいろな方に挨拶をお受けになりながらも芦屋クラ

ブメンバーのお顔でご一緒にかき氷をいただき、ホームの方々も

鯛焼きの差し入れを喜んでくださり、芦屋に本格的な”夏”が始

まりました。                       柏原佳子 
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理 事 通 信 

              09-10 西日本区理事 鈴木誠也                         

７月２１日、またまた人災と思われる土石流による大災害が山

口県の特別養護老人ホームを飲み込んで、多くの死者行方

不明者を出してしまいました。その後も九州北部にも集中豪

雨による大きな被害が出ております。一転、２２日は皆既日

食という宇宙の大スペクタクルに大自然の感

動を受けました。神様から与えられた大自

然の環境を人の力で変えていった環境破壊

による人災と、大自然からの美しい映像は

あまりにも対照的でした。 （中略） 

さて、ワイズでは７月末よりスリランカ・コロンボで、ユースコンボケ

ーション、国際議会、アジア議会を含めたアジア地域大会が開

催されます。参加者の安全と素晴らしい学びの成果を願い、

2010年の広島西日本区大会と横浜国際大会の成功に向け

ての大きな誘い水になることを期待したいと思います。 

西日本区理事事務局便り 

１年前から準備を開始し、役員会にも念入りな準備を重ねて

臨みました。とりわけ上野書記は鈴木理事を支え、自ら議案

書を作成し、また会議の手配・運営から司会までをこなされる

のは本当に大変なご苦労でした。  

議案書は以前私の会社で１０年前に使用していた「張魔王」

という製本機が大活躍。嵐のような２日間が去り、大田六甲

部部長から「大変でしたね。お疲れ様」と労いの言葉を戴いて

初めて全員ほっとしたところ。懇親会も交流のための工夫も必

要です。 事務局スタッフの大野メンがその役割を大いに発揮

されていました。国際担当としての吉岡メンも国際から数々の

資料が送られてくるのをタイムリーに翻訳して理事を支援されて

欠くことの出来ない貴重な存在です また、来年６月開催予

定の西日本区大会も広島の皆さんが中心に準備が進められ

ておりますが、そのアピールも兼ねて８月１２日の４クラブ合同納

涼例会では飯田会長の案により「西日本区大会広島」のアピ

ール「ええじゃん踊り」を披露させていただきます。９月に入れば

部会のシーズン、六甲部部会を始め、各部会に向けてみなさ

ま宜しくお願いいたします。              柏原佳子 

           

（前列左から上野書記、

鈴木理事、杉本会計、柏

原事務局長、 

後列左から吉岡、大野、
小野の各理事事務局スタ
ッフ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        連絡主事 橋本潤 

◇第 19 回チャリティワインを楽しむ会、開催 

6 月 26 日（金）に第 19 回チャリティワインの会が４０名に参

加者を得て開催されました。次回は 11月 13日（金）にポー

トピアホテルで開催されます。ご予定くだされば幸いです。 

◇第 22 回午餐会、開催 

7月 4 日（土）に、第 22 回午餐会が開催され、約 40 名の

方が参加されました。関西学院初等部磯貝曉成部長の

「日本の中等教育に欠落していたもの」というテーマで、静

岡英和女学院の中学・高校の校長をされていたご経験か

ら、現代の子どもたちに欠けている「心」の育ちに言及され、

子ども時代の「心」をいかに育てていくか、「目に見えないも

の」を心に刻む教育についてお話されました。 

◇ネクストヴィジョン委員会、スタート！ 

7月 14日（火）に第 1回ネクストビジョン委員会が開催され

ました。GOAL２０１１の後に神戸 YMCAがどのようなビジョン

を持ちうるかをテーマとして、来年１０月の常議員会での答

申を目標に議論がスタートし、活発な意見が出されました。

今後それらの意見を整理しつつ、議論を深めていくことにな

ります。 

今後の予定   

◇第２１回チャリティーゴルフ 

すばらしい秋の一日をゴルフで楽しみませんか？ 

日 程：１０月１４日（水） 

場 所：ジャパン・メモリアル・ゴルフクラブ（三木市吉川町） 

参加費：20,000 円（予定） 

◇ユースプラザＫＯＢＥ・ＥＡＳＴのプログラムご案内 

1）第１５回ミニコンサート 吹奏楽によるＰＯＰＳコンサート 

８月２２日（土）15:00～15:30  

  出演： 御影高校吹奏楽部 （入場無料） 

2）三浦綾子朗読会 

８月２９日（土）14:00～15:30 

中村啓子氏による「塩狩峠」朗読会 

参加費： \1,050（高校生以下無料） 

3）絵本と読み聞かせを学ぶ会 

「子どもたちを輝かす絵本の魅力」 

９月５日（土）13:00～14:30 （ファミリー向け） 

          15:00～16:30 （養成者・一般向け） 

 講師：正田眞次（学座「とうごまの葉の下」代表） 

参加費： \525 

4）第８回フリーマーケット 

９月１９日（土）11:00～16:00 

  （出店申し込み受付は 8/20～。出店料￥2,000/ブース） 

非営利組織のマネージメント 

私達のメンバーの島田恒さんがこの度改訂版「非営利組織

のマネージメント」を出版されました。若き日よりの实践、理

論研究をベースに語られ理解しやすく書かれています。 

我々ワイズメンズクラブの会員にとって極めて示唆に富む内

容です。ご購読されることをお勧めいたします。   

東洋経済新報社発行 島田恒著 定価（2,400＋税） 

 

ＹＭＣＡニュース 
 
 
 

編集後記： ◇六甲部から選出の鈴木理事を支える理
事キャビネットに我が芦屋クラブから３名のメンバーが参加
しています。その働きを皆様に理解して頂くため、事務局
便りを定期的に掲載します。 ◇近畿地方は８月３日、
やっと梅雨があけました。８月に入り全国各地で花火が打
ち上げられています。夏の夜空に咲く大輪の花の競演、一
瞬の芸術を皆様は楽しまれましたでしょうか？ 桑野友子 
        


