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今月の聖句 

  あなたがたもこのように働いて弱いものを助けるように、また 

イエス自身が『受けるよりは与える方が幸いである』と言わ 

れた言葉を思い出すようにと、わたしはいつも身をもって示 

してきました。            使徒言行録 ２０：３５   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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                           

メネット強調月間 

 飯田 ふみ子 

日頃活動に熱心でない私はこの２年間例会、

研修会で多くのことを学ばせて頂き感謝いたし

ております。特にＨＩＶ／ＡＩＤＳ，ＬＤに関しては

自分の無知を今更ながら痛感すると共に目が

開かせられました。 

今年度の理事主題「すべての命を大切に」は今私の関心事

の一つです。いくら経済、軍事で大国と言われても一人一人

の命を大切にしない国は幸せなんでしょうか？ 

芦屋クラブのメネット会はお年寄りを抱えておられるメンバーが

ほとんどで、なかなか例会に全員参加は難しいですが、年３回

ほどの一筆画のファンドや桜祭り、クリスマス、留学生交換会

への協力は着実に定着してきているのではと自負しています。

又緊急災害時には直ちに対応できる準備もしなければと思い

ます。この一年事業主任主題「メネットのねがい」を広げ、その

喜びを共に分かち合う奉仕の喜びを理解し愛と奉仕の実践を

目指します。 

最後に私の好きなマタイによる福音書２５、１４～３０を心に皆

様と共に努力してまいります。 
               

「メネット主導でメンとメネットが楽しく参加できるような 
例会を企画し親睦を深めましょう。 メネットの尐ない 
クラブは、お友達を誘って参加することを心がけましょう」 

森 愛子メネット事業主任 

 

 

 

 

 

 

 

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” 

 

９月第１（メネット）例会プログラム 
と き： ２００９年９月１６日(水) 19：00～21：00 

と こ ろ： ホテル竹園芦屋 ３階  

司 会： 飯田ふみ子          （敬称略） 

受 付： メネット 

１． 開会点鐘 飯田ふみ子 
２． クラブソング斉唱 一同 
３． 聖書朗読 羽太英樹 
４． 「３分間スピーチ」        上野恭男 
５． ゲスト・ビジター紹介 飯田ふみ子 
６． 食前感謝  島田保子 
７． 食事・歓談  一同 
８． 「腹話術と手品」       春風みつこ（羽太光子）  
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．誕生祝い  飯田ふみ子 
             飯田義雄、井上雅司、由田克己 
13．ニコニコ献金報告 福原吉孝 （ファンド） 
14．閉会点鐘 飯田ふみ子 

 

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

665-0063, JAPAN      

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

0798-53-6112 
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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/  
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8 月例会出席表 

第１例会出席者 

メンバー  １５名 

ビジター   ３名   

ゲスト    ３名      

メネット   １名    

合 計  ２２名 

例会出席率 

出席者   １５名 

メイキャップ  １名 

合  計   １６名 

在籍者   １８名 

出席率 ８８．９％ 

ＢＦ切手    （累計） 

475ｇｍ   （510ｇｍ）     

飯田・吉岡・ＹＭＣＡ 

 

ニコニコ     (累計) 

13,235円 （21,835円） 

 

mailto:y-iida@jpu.co.jp
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８月第１例会報告 

日 時： 2009 年８月１９日（水）１９：００～２１：００ 

場 所： 竹園ホテル芦屋 ３階 

司 会： 田舍庸男           （敬称略） 

出席者：飯田、田舎、井上、上野、柏原、加輪上、桑野、

島田、都築、堤、福原、堀江、吉岡、渡辺、橋本

連絡主事、飯田メネット 

ビジター：山本豊・世津子（大阪西）、小野勅紘（西宮） 

ゲスト： 水谷恭子、増田健二・順子 

定刻より２，３分遅れて、

ゲスト及び、ビジターが入

室、いつもの如く、飯田会

長の開会点鐘で会が始

まり、クラブソング、都筑メ

ンによる聖書朗読、島田

メンの食前感謝で食事、

歓談に入った。 本日の

食事はエビフライにコロッケとまずまずであるが、いつもの竹園デ

ィナーからは若干落ちると感じたのは筆者の僻みでしょうか。 

来月のメニューに期待しましょう。 

ゲスト、ビジター紹介が終わり、いよいよ待望の大阪西クラブの

山本メンによる大阪西クラブの活動の一つである「カンボジア地

雷除去活動」のスピーチが始まった。 地雷の模型の展示もあ

り、その種類には色々あり、人間というものは、よくもここまで殺

人道具が考えられるものかとただただ驚く次第であった。 山本

メンの説明で、地雷とは格安の兵器で、要は戦闘力の消耗

（人間、兵士だけでなく、傷付いた兵士を助けようとする人も

傷つける）を狙ったものであり、それがそのまま放置されれば、大

人の生産能力、更には将来を担う子供達を傷つける兵器、

即ち悪魔の兵器ともいえるものであることがよく判った。 

ポルポト政権下で１，０００万人以上の虐殺がなされたこと、

第二次大戦下においてナチスによるユダヤ人のホロコーストの

犠牲者が６００万人、これ以上の残虐な歴史はもう繰り返さ

れまいと思ったものであるが、その第２次大戦後からこれまでの

６５年間に、ソ連のスターリン治下の強制収容による犠牲者は

１千万以上、また中国の文化大革命による犠牲者もそれに

匹敵するといわれており、なんともはや人間は懲りないものとた

だただ驚くばかりである。  

それに対して我々のワイズ運動は何とちっぽけなものであろうか

と思い至るが、やはり大阪西クラブがやっておられるこのような地

道な運動が一滴の水となり、それが小川となり更には大河から

大洋に発展する希望の道筋を見つけたいものである。                    

飯田会長発案による新しい例会プログラムの３分間スピーチ、

今月は直前会長柏原ウィメン、また福原メンからニコニコ献金

の報告があった。                    田舍庸男 

◇今月の３分間スピーチ 

本日のゲストスピーカーの山本ご夫妻の思い出をいくつか、世

津子メネットとも旅行中にこんな会話が、覚えておられます

か？「柏原さん夫妻のような、しみじみとした夫婦でいたいの

よ」。今日、お二人でクラブにお越し下さり“しみじみとされたご

夫妻”にお会いして、その時々のやさしい言葉や心づかいは時

を重ねてなお、心にのこるものですね。（抜粋）   柏原佳子 

西宮・芦屋・さんだ・宝塚クラブ合同納涼例会 

長い梅雨もあけた８月１２日、７０年ぶりに甲子園出場がかな

った関学高等部の応援に出かけ１回戦に勝利をおさめ、気分

よくかつて通った「阪急今津線」でトロトロと宝塚南口にある

「宝塚ホテル」へと向かった。 恒例の六甲４クラブ合同の納涼

例会である。今回は宝塚クラブの主催で第一部は室内での

例会、第二部は屋上ビアガーデンでの会食・懇親会である。

芦屋からは飯田、井上、上野、柏原、島田、都筑、堤、羽太、

堀江、吉岡・・・たくさんのメンが参加され、盛会でした。 

第一部は宝塚クラブの石田由美子メンの司会で、開会点鐘、

ワイズソング、聖書朗読、祈祷に続き、神戸 YMCA総主事水

野雄二氏のユーモアたっぷりの１０分間メッセージがあった（司

会者より１０分で終わるようにとのお達しに基づき・・・）そのあと

は参加者のクラブごとの紹介とゲスト紹介があって、お楽しみの

第二部へ。 

第二部は夕風に赤提灯のな

びく屋上に飛び出して、ビール

で乾杯・・・のどを潤し、楽しく

語らい、食事を楽し

む。  西宮クラブの

濱浩一メンの進行

により、宴もたけなわ

になり、各クラブより

出し物をということに

なり、わが芦屋クラブは柏原メンによる直前特訓による『えーじ

ゃん踊り』を披露する。みなさんの評価は？？？  

その他のクラブからは

お茶やビールの銘柄

当てなどの種々のゲ

ームがあり、最後は

宝塚クラブの本格派

コース「ハワイアン・ダ

ンス」に圧倒された。 

楽しい時間はまたた

く間に過ぎ去り、定

刻９時には閉会点鐘となる。 

尚、芦屋クラブの新規ファンドの種「四国馬路産のゆず製品」

を飯田会長が準備されテスト販売して良い感触を得た。芦屋

クラブの名物商品に育てたいものだ。        羽太英樹 

今月のスピーカー  春風みつこ（羽太光子） 

◎日本キリスト教団芦屋教 
会会員 

◎ロゴス腹話術研究会・春 
風イチロー門下 

  （芸名：春風みつこ） 

◎芦屋マジッククラブ会員 

◎近隣の教会、保育所、
幼稚園、高齢者施設などでボランテイア活動。 
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熱闘甲子園 岩手 vs 兵庫決戦の夢成らず 

良く考えてみるまでも無く、両者が対決する事が無くて良かった

ですね！？ 

井上直前会長から長岡会長のご子息が強豪花巻東高校に

入学され、野球部に入って居られる事を伺うまでは、花巻東と

もりおかワイズメンズクラブとの結び付きがイメージ出来ませんで

した。しかし、この関係を知った途端に日頃遠い存在の岩手

県がとても身近に感じられ始めたのですから不思議です。 

折しも兵庫県代表となったのは７０年ぶりに甲子園出場の関

西学院。大学のみの者を含めると同校出身者が芦屋クラブに

は尐なくとも４人は居る、ということで否が応にも当地では盛り

上がったものです。 

その関西学院は初戦は突破したものの、二回戦で優勝校の

中京大中京に４対５、サヨナラホームラン一発で惜敗。 

以後、我々芦屋クラブの面々はひたすら花巻東の

応援に徹したのでした。花巻東は順調に勝ち進み、

岩手県勢として９０年振りに４強入りし、これも優勝

した中京大中京に準決勝で敗れはしましたが、エー

ス故障のなか見事な戦いぶりでした。 

長岡ジュニアーが花巻東野球部在籍と知ると、我

がクラブの飯田会長は長岡会長ひいてはもりおかク

ラブの皆さんに喜んで貰おうと動き出しました。彼はと

ても真面目な人ですが童心を失わず遊び心に溢れ、

言いだしっぺだからと、せっせと甲子園球場に通い花

巻東グッズや貴重な甲子園特設郵便局限定の切手シートな

ど等自ら買い求め一冊のファイルに仕上げ、色紙に皆で寄せ

書きをしてもりおかクラブに贈りましょうとクラブをまとめあげました。

私達もこのファイルが両クラブ間の友情の証としてもりおかクラブ

の皆様に喜んで頂ける事を切に願うものです。   吉岡浩一 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「甲子園は夢の舞台」 

「おとうさん、僕、花巻東高校に行きたいクラブ（シニアクラブ）の

監督にも勧められたし、甲子園に行くためにはそれなりの高校

を選ばないと夢は叶わない、花巻東高校で甲子園を目指した

い。だから、花巻に行かせて。」 昨年１０月の話です。 

そのころ花巻東高校は、秋の東北大会の準決勝で敗戦し、

選抜出場は叶わないと誰もが思っていました、しかし蓋を開け

て見れば、準優勝の同じ岩手県の一関学院が選ばれず、花

巻東高校が選抜されました。別地域で５校くらいの枠がある所

では普通にある事らしいのですが、東北では過去に例がない

事でした。（ちなみに東北枠は２校です。） 

この、選抜準優勝から夏の甲子園ベスト４まで一気に駆け抜

けました、岩手県の高校では有史いらい選抜では初、夏の大

会では９０年ぶりという快挙でした。 今年の花巻東高校は奇

跡のチームだったと思います。 

こんなチームを進学先に選んだ息

子、４月に入学以来、自宅に戻

ったのは５月の連休中にわずか２

時間だけで、学業はそっちのけで

毎日野球に打ち込んでいるようで

す。 夏の大会前は、毎日１３時

間練習すると言っていました。 弱

音は吐きません、自分で決めた

事ですから、親はお金だけを出し

て口は出せません、若干１６歳の一年生は自分たちも今年の

３年生に続けと、新チームに移行してさらに頑張っているとの事

です。 近い未来にこの息子の力に便乗して、甲子園で芦屋

クラブの皆様にお会いしたいものです。 息子の夢に期待して

いる親ばかな長岡です。    もりおかクラブ会長 長岡正彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
８月第２例会議事録 

花巻東の甲子園ニュースのスクラップと 
芦屋クラブ応援寄書（飯田会長作成） 

佐用町災害支援街頭募金          

台風９号の豪雨災害により被災され、兵庫県より災害援助法の適用を受けた佐用町の方々 

への支援をはじめ災害復旧を目的とした、義援金街頭募金活動をＹＭＣＡと協力して行った。 
日 時： ８月２６日（水）１６時から１８時 （２時間） 

場 所： ＪＲ芦屋駅北側 モンテメールとラポルテの連絡橋 

参加者： 飯田会長、柏原直前会長ならびに上野、堤、羽太、吉岡、井上各メン、 

橋本神戸ＹＭＣＡ連絡主事、鈴木西日本区理事 

義援金： ８６，１０２円 

神戸ＹＭＣＡの横断幕を張り、芦屋クラブののぼりを立てＹＭＣＡの募金箱（８個）で佐用町の皆様への支援を呼びかけた。 

午後４時から２時間、短時間であり、また退社時刻より若干早く終了したにも拘らず予想を上回る成果が得られたと思う。 

義援金には母親といっしょの子供さんのあたたかな献金や横浜から送金頂いた町永先生はじめ多くの方々の心のこもった 

ご支援があった。義援金は、神戸ＹＭＣＡを通じて佐用町へ送られる予定。佐用町の１日も早い復旧をお祈りします。 

○台風第９号災害による被害状況（佐用町発表・８月２８日現在） 

１）人的被害 死者１８名、行方不明者２名 

２）全壊・半壊 896 棟 床上・床下 1,084 棟 

○支援状況 

１）人的 県・市町 1,231 人、自衛隊 996 名、警察 4,029 名、 

ボランティア 14,77１名    

２）義援金 55,593（千）円               井上雅司 

 

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ 
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8 月第 2 例会議事録（抄） 

日 時： 2009 年 8 月 26日（水）１９：００～２１：１０ 

場 所： 芦屋市民センター （２０４）号室 

出席者： 飯田、井上、上野、柏原、桑野、羽太、堀江、 

吉岡、橋本連絡主事（９） 

例会前、１６時から１８時の２時間ＪＲ芦屋の架橋で募金活

動を行いました。多くの皆様がご参加くださり、合計\86,102-

の寄付をいただき感謝です。神戸ＹＭＣＡを通し佐用町に送る

予定です。 

報告・協議・確認事項 

◇ファンド事業につき討議 

①馬路村のゆず／ファンド ― 馬路村のゆずポンズ、ゆず

醤油、ゆずパッパ、ゆずしぼり、ゆず茶漬け等を新しいファ

ンド商品として取り扱う 

②ジャガイモ／ファンド ― 仕入れ価格は昨年と同じ。 

ただし配送場所が十勝→佐川急便の兵庫倉庫（みなと

じま）に変更となる 

◇クリスマス例会のプログラムやエンタテイナーの検討を始める 

◇誕生日の記念品（ファンド製品のゆず茶漬け）の復活 

◇３分間スピーチのスピーカーの順序についてはチャーターメン

バー、入会順を基本として飯田会長が決定する 

◇７月度の会計報告（基本会計とファンド会計を統合）が羽

太メンよりあり、承認された 

◇その他：  

①チェルノブイリ支援コンサート： １０月２４日（土） 

②六甲部会： ９月１２日（土） 神戸ＹＭＣＡ 

参加者： 飯田会長・メネット、井上、上野、柏原、 

桑野、都筑、福原、吉岡（９名） 

③研修会（EMC）： ９月２３日（水） ユースプラザ  

懇親会は 17:00 よりレストラン“ボンボン” 

尚、クラブ第２例会は芦屋市民センターが来年３月まで使え

ないので、別の場所（芦屋西教会など）で実施する。 

                          書記 堀江哲次 

理 事 通 信 9月号(抜粋) 

              09-10 西日本区理事 鈴木誠也                         

（前略）いよいよ部会のシーズンが始まります。各部の部長様

やホストクラブスタッフの皆様にはご準備にお忙しいことでしょう

が、どうぞご自愛下さいませ。部会で皆様にお会い出来ること

を楽しみにしています。 

◇ 「第 13 回西日本区大会」の実行委員会は広島クラブを

中心に西中国部が準備中です。コンパクトに、おしゃれに、

しかも出来るだけ安く、着々と進んでおります。（中略） 

英文チラシも出来ましたのでアジア大会では配布しましたが、

ＩＢＣ締結をされている相手クラブに各クラブから英文

チラシをお送りください。理事事務局からお届けいた

します。 

◇「横浜国際大会」ＨＣ委員会も準備中で部会には

アピールにまいります。ブリテン原稿は、ＨＰに掲載さ

れておりますので、お使い下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        連絡主事 橋本 

◇夏プログラム、新型インフルの影響を受ける！ 
この夏は異常気象や新型インフルエンザの影響で多くの夏
プログラムが中止となりました。参加を楽しみにしていた子ど
もたちの気持ちや準備をしてきたリーダーやスタッフの苦労と
尽力を思うと残念としか言いようがありません。努力が次の
機会に生かされるようお祈りください。 

◇神戸ＹＭＣＡディンドンリンガース、台湾公演、大成功！ 
１０月３日（土）帰国演奏会として、またお世話になった台
湾の台風８号による被害者への救援募金のためのコンサー
トとして記念演奏会が開催されます。是非、お出かけくださ
いますようにご予定ください。（場所は調整中です） 

今後の予定   

◇第２１回チャリティーゴルフ開催 
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） 

◇秋のバザー・カーニバル （場所は各ＹＭＣＡ） 
１０月１８日（日） 学園都市・西宮・三田   
１０月２５日（日） 三宮 
１０月３１日（土） 西神戸ＹＭＣＡ幼稚園 

ユースプラザＫＯＢＥ・ＥＡＳＴのプログラム 

◇第１６回ミニコンサート 吹奏楽によるＰＯＰＳコンサート  
９月２６日（土）15:00～15:30  

  出演： 神戸市立御影中学校 吹奏楽部 
入場無料 

◇絵本と読み聞かせを学ぶ会 
 ～子どもたちに届ける絵本の「心」～ 
１０月３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 円 

 

ＹＭＣＡニュース 
 
 
 

西日本区理事事務局便り 

９月に入り理事キャビネトも足元からソワソワと忙しさが這い

あがってきています。８月２９日西日本区大会実行委員会

ホストクラブの広島会議に出席、ご準備に感謝とともに区

大会の成功への祈りのプレッシャー。そして区大会の成功を

折鶴に託して国際大会横浜の成功への祈りのプレッシャ

ー。９月から６日の中部部会を皮切りに各部部会の訪問

が始まります。健康と勇気とが主によって与えられ守られて

いることを信じます。 

来年の今頃には芦屋クラブの中に埋もれていることを夢見

ている事務局長です。               柏原佳子 

編集後記：◇朝夕は秋の気配が漂います。日中の蝉に替
って夜には秋の虫の音が聞こえます。◇今年の８月芦屋ク
ラブにも熱い甲子園、もりおかクラブとも新たな交流が出来
ました。◇災害街頭募金では芦屋市民の尊い義捐金を
佐用町のＹＭＣＡに送ることができました。    桑野友子 


