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今月の聖句 

  「霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、 

誠実、柔和、節制です。」 

ガラテヤの信徒への手紙 ５：２２－２３ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

会   長  飯田義雄 

直線会長  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                           

YMCA と共に歩む 

                             飯田義雄             

私は今日まで YMCA を通じ多くの方々との

出会い、経験をさせていただきました。 

高校、大学の学生 YMCA、キャンプリーダー、

ホテル学校の運営、早天祈祷会、ワイズメ

ンズクラブ等それぞれの時代に関わり成長さ

せていただきました。 特に学生時代はベト

ナム戦争、学園紛争を友人と徹夜で御殿場東山荘で話した

ことは昨日のようです。 

ニューヨークの国連本部の礎石に刻まれてる「主は国々の争い

を裁き、多くの民を戒められる。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２．４ こんな立派な聖句を掲げ

て発足した国連であり、世界各国であったがこの大義なき戦い

の前に全く無力でした。 国連発足時にこの理念の実践に夢

を託したが現状は聖句の礎石など何の役にも立っておらず相

変わらず軽薄な人間の知恵がのさばる現状です。企業の社

是やミッションが活かされればいいが大方は念仏に終わるので

役割を果たしていないと思います。       

私は日本ＹＭＣＡ基本原則を年始にあたり今一度皆が読み

理想だからと片付けないで実現こそ強者のなすべきミッションと

思います。明日のＹＭＣＡを思い自己確立させていくためにもお

互い本年は狭き門を勇気をもって通りたく思います。 

 

 

 

 

 

 

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” 

 

１月第１例会プログラム 
と き： ２０１０年１月２０日(水) 19：00～21：00 

と こ ろ： ホテル竹園芦屋 ３階  

司 会： 柏原佳子              ＇敬称略（ 

受 付： 堀江哲次・吉岡浩一 

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 羽太英樹 

４． 「３分間スピーチ」 吉岡浩一 

５． ゲスト・ビジター紹介 飯田義雄会長 

６． 食前感謝  渡辺倫子 

７． 食事・歓談  一同 

８． スピーチ 加輪上敏彦 

   「バングラディッシュあれこれ」            

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  飯田義雄会長 

          島田保子・都筑泰子・吉岡淑子 

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  t ha t  accompan i es  every  r i g h t ”  

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

 

 

 

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

Mail ： hfyoshio1945@hotmail.co.jp   Phone ：  078-452-3973 

URL ： http://www.kobeymca.or.jp/ys/ashiya/  
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１２月例会出席表 

第１例会出席者 

メンバー  １４名 

ビジター  ４５名   

ゲスト    ６名      

メネット   ４名 

マゴメット  ２名 

合 計  ７１名 

例会出席率 

出席者   １４名 

メイキャップ  ２名 

合  計   １６名 

在籍者   １８名 

出席率 ８８・89％ 

ＢＦ切手    ＇累計（ 

    ＇710ｇｍ（     

 

        ＇敬称略（ 

ニコニコ     (累計) 

54,025円  ＇52,735円（ 
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１２月第１例会＇クリスマス祝会（報告 

日 時： ２００９年１２月２３日＇日（１８：００～２１：００ 

場 所： ホテル竹園芦屋３Ｆ 

司 会： 福原吉孝メン         ＇総出席者：７１名（ 

芦屋クラブ： 飯田・田舍・井上・上野・柏原・加輪上、桑野・

島田・都筑・堤・羽太・福原・堀江・吉岡＇１４メン（・飯田・

田舍・島田・福原＇４メネット（、狩野、狩野＇２マゴメット（ 

ビジター： ４５名＇８クラブ（ ゲスト： ６名  
 

芦屋クラブ恒例のビッグパーティ‘０９

が、ホテル竹園 にて開催されました。

今年も六甲部８クラブ合同例会の

感じで、ゲストは少数でしたが総数

７１名と華やかな雰囲気は失われて

いませんでした。以前の芦屋パール

から変わって、今回は馬路村のユズ

産品ファンドが並べられています。 

会は福原ワイズの司会で始まりましたが、今年を象徴する漢

字「新」を取り上げた軽妙な出だしは流石でした。飯田会長の

歓迎の挨拶と点鐘、ワイズソング斉唱で開始されました。 

第１部礼拝の部は、羽太メンの聖句朗読のあと、聖マルコ教

会の山本眞牧師の奨励でしたが、教会併設の幼稚園児が

我が家で父親に、６人に１人が飢えている世界はなぜ？と質

問して困らせているエピソードを交え、世相を反映したお話をさ

れました。つづいて

讃美歌「あれ野の

はてに」の合唱です

が、キャンドルを掲

げながらの女性参

加者の美しい歌声

で一気にクリスマス

モードになりました。

礼拝のあと、柏原直前会長、井上副会長、上野の3人で各

テーブルを回りＹＭＣＡへの献金をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部では飯田会長

の肝いりで懐かしのメロ

デイを、杉田淳二、加

藤真二、岡山泰典の

ギタートリオが若かりし

日の懐かしい歌の数々

を演奏してくれました。 

次は第３部の晩餐、歓談タイムですが、

鈴木理事より食前感謝の挨拶の前に、

柏原直前会長にクリスタルのオナロール

記念品が贈呈され満場の拍手でした。 

ギターの演奏も交えて楽しい時間が過

ぎました。恒例のオークションも完売して、

楽しい雰囲気いっぱいに会は進行しま

した。小川前ＹＭＣＡ担当主事夫妻も

参加して、温かい芦屋クラブの面目躍如です。 

 

今回はワインも

各テーブルにポト

ルごと配られ、呑

べーも満足だった

ことと思います。 

 

会の終わりに礼拝献金５万円余りが、飯田会長から水野ＹＭ

ＣＡ総主事に贈呈されました。 

馬路村のユズ製品も、メネット

手作りのはがき、ポチ袋も完売

でした。会は予定時間２１時

を少しオーバーしましたが、ＹＭ

ＣAの歌のあと、聖しこの夜を

全員が手をつないで歌い、井

上実行委員長の感謝の言葉、飯田会長の閉会点鐘があり

散会しました。めでたし、めでたし。          上野恭男 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴木理事よりオナ 
ロール記念品を受け 
取る柏原直前会長 
 

タイ国と私 

商社員として繊維と食糧関係の仕事を通して長らくタイで働いたため、私の中でタイ国は特別な思いを持つ国となっています。 

一緒に働いたタイの人たちとの繋がり、キリスト教系のＮＧＯ「ワールド・ビジョン」を通じて支援している山地民族の少年との文

通、そして又「タイ大好き人間」の集まりである日本タイクラブのメンバーとしてタイとの交流などで、リタイヤしてからもタイを毎年

訪れ、タイへの思いを深めています。 

北タイ・チェンラーイ県の山里に住んでいる少年スラチャイ君を今、支援しています。貧し 

い農民の子ですが一生懸命勉強しています。引き続きタイ語に挑戦しているので年に 

数度ですがタイ語の手紙のやりとりをしています。 

日本タイクラブでは１０数年前から、北タイ・ラムパーン市にある恵まれないこどもたちの 

ための福祉学校＇小中学校（の支援をしていますが、昨年よりは新たに高等学校との 

交流も始まり、メンバーと一緒に昨年訪問しました。写真はその時、高校生と撮ったも 

のです。地方の学校ですが、英語や中国語のほか日本語の学科もあってびっくりしました。 

また昨年 11 月には、以前勤めていた合弁の冷凍食品の工場を訪ね、タイのスタッフたちと久しぶりの再会を楽しみました。 

最後に、タイの諺をひとつ紹介して終わりとします。 「ニースア・パ・チョラケー」 直訳すると「トラから逃れてワニに出くわす」という

意味ですが日本の諺では「一難去ってまた一難」というのがありますね。 タイでは今でも密林に野生のトラが潜んでいるともいわ

れます。ワニはたくさん見かけました。それにしても２０１０年「寅年」にはこんな諺は不要としたいものです。 

 

羽太英樹 



 

 

- 3 - 

 

宝塚クラブ１２月例会＇クリスマス（ 

芦屋クラブからは飯田会長、井上副会長、上野メン、堤メン、

柏原ウィメンの５名が参加いたしました。 

宝塚は神戸育ちの少女にとっては宝塚歌劇、紫色のすみ

れ・・夢とロマンへの最初の憧れの地であり電車に乗るだけで遠

く甘酸っぱい思い出に誘われるところです。チャペルで厳粛に行

われたクリスマス礼拝では遠く山口県周防に大島教会牧師と

して移住され奉仕をされている元宝塚メンバー辻牧師の奨励

に深い感動をいただきました。女性方が石田ウィメンを中心に

恒例のハワイアンダンスを踊られ活き活きとされているばかりで

はなく大島教会との新しい架け橋となられたとも伺いました。 

ジャンケンゲームでは

竹田理事長に圧倒

され♪花束にはなり

ませんでしたが、頂い

た一輪のカーネション

がナント、まだ綺麗

に咲いているのです。

花は居場所を見つければいつまでも美しいのでしょう。素晴らし

いことに同席になった３名の女性が芦屋のクリスマス例会にお

越しくださいました。それぞれの奉仕活動を認め合い輪が広が

っていくことを願います。夢いっぱいの希望を膨らませ、乙女ティ

ックな気分の Merry Christmas＆A Happy New Year！ 

                              柏原佳子 

西宮クラブクリスマス例会参加報告 

２００９年１２月１９日＇土（１５時＇１７時３０分閉会（から西宮

クラブのクリスマス例会が開催されました。「芦屋クラブ」から飯

田会長・柏原直前会長・上野メン・井上の４名が参加。場所

は竹中工務店の厚生施設「竹友クラブ」で新神戸駅から南

東に徒歩約３分の周囲を高い木立に囲まれた屋敷で、案内

された座敷には２０名余が座れるテーブルが一列に並べられ、

既に鍋が用意されてました。当日は芦屋クラブのほかに「神戸

クラブ」と「横浜つづきクラブ」の参加があり、開会前から熱気が

伝わってきました。例会は、神戸クラブの山口徹会長のゲスト

スピーチがあり、食前感謝の後、柏原西日本区事務局長の

乾杯の発声で会食が始められ、寄せ鍋の具であふれるばかり

の鍋をつつきながら楽しい歓談の時間がもたれました。最後に

各自が持ち寄り受付で番号札と交換したプレゼントの抽選会

が行われて全員にプレゼントが手渡されました。 

クリスマス例会は誕生日祝い、Y’S ニュース、YMCA 報告があ

った後、定刻に浅野会長の閉会点鐘で終了しました。 

                              井上雅司 

神戸西クラブクリスマス月例会 

サイコー亭でのクリスマス例会は西宮クラブと同日開催のため、

桑野１人が参加、田中豁牧師の説教「義の太陽が昇る」に

最近教会で聖書の解き明かしを学んでいる私は深い感銘を

受けました。ビジター・ゲストも少なめのアットホームなクリスマス

例会でしたが、知的な俳句遊びやビンゴゲームも豪華な景品

付きで、神戸西クラブの面目躍如でした。     桑野友子 

               

和歌山クラブ６０周年記念例に参加して 

師走も半ばの１３日＇日（の午後ホテル グランヴィア和歌山に

於て和歌山クラブの６０周年記念例会が行われ、芦屋クラブ

から飯田会長以下柏原直前会長、桑野次期会長、上野西

日本区書記と吉岡の５名が参加致しました。３４年の歴史を

持つ IBC パートナー台湾屏東クラブからは２７名、２９年前締

結の韓国群山Ａクラブからお二人、DBC では東日本区甲府

クラブから会長など７名の参加者を迎える等で総勢１３５名に

及ぶ盛会でした。 

和歌山クラブは我が芦屋クラブと同じ大阪クラブをスポンサーと

する歳の離れた兄クラブと知り何故か身近に感じたのは不思

議です。 

このクラブの素晴らしいのは創立以来の熱心な関係者への働

き掛けによって和歌山ＹＭＣＡを２８年掛けて設立された事で

す。今年鹿児島ＹＭＣＡがワイズによって設立されたばかりです

が、和歌山クラブがこれを成し遂げたのは実に３２年も前の事

なのです！ 

和歌山クラブが地域に密着して地についた実りある活動をされ

たとして、ご臨席の和歌山市長がお祝辞を述べられたばかりか、

クラブを表彰されたのを目の当たりにし、深い尊敬の念を抱き、

我がクラブもいつか、と期するものです。       吉岡浩一 

 

 

熊本みなみクラブ 

ブリテン１２月号のＤＢＣ便りにありましたように、熊本みなみク
ラブの大村メンと魚山メンの結婚式が１２月７日行われました。
芦屋クラブからの祝電に対しお礼のメールと写真が届きました。             

 
「祝電ありがとうございました。
みなみクラブの大村メンと魚
山メンの２００名披露宴盛
大に終わりました。みなみク
ラブから１５名の参加でした」 
      熊本みなみクラブ 

会長 内田忠生 

鎌倉クラブ 

鎌倉クラブ会長 池田光司様

からお年賀が届きました。 

富士山と言えば、昨年末熱海

で森田会が行われ、元国際

会長竹内さま＇８４歳（御自ら

の運転で富士山ＹＭＣＡ等を

ご案内していただき、富士山を

真正面に眺め、東日本区が

近く感じられました。ワイズの中

で教えられることが多くあります。

西日本区大会広島、国際大

会横浜の成功を祈ってまいりま

した。        柏原佳子 
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      １２月第２例会議事録＇抄（ 
日 時： ２００９年１２月１７日＇水（1９：00～２１：00 

場 所： 芦屋西教会                ＇敬称略（ 

出席者： 飯田会長、井上、上野、柏原、橋本、羽太、 

福原、吉岡、堀江 ＇９名（ 

報告・協議・確認事項           

◇クリスマス祝会＝井上副会長 

準備委員会作成の報告資料に基づき内容を検討。 

参加者数、プログラム、ミュージシャン、オークション、アトラク

ション、テーブル花・募金箱、横断幕、アルコール類と飲料、

景品とファンド、歌詞・座席表、名札などの準備事項 

◇１１月会計報告＝羽太メン  

配布資料にて１１月会計報告があり、承認された。 

◇次期会長 

桑野友子メンに決定した。＇第１例会で正式承認の予定（ 

２月 TOF 例会では事業委員などを決めるが積極的な協

力を要請された。なお桑野メンの会長就任に伴い、次期ブ

リテンの編集を堀江メンとする。 

◇世界大会の会長の選任： 飯田会長に一任する。 

◇さくら祭りへの参加＇説明会開催時に出席（ 

◇今後の行事と参加予定者 

・YY フォーラム＇１/９（： 上野、柏原、桑野、羽太、堀江 

・姫路クラブ１０周年記念例会＇１/３１（： 井上、上野、 

柏原、桑野  尚、島田メンがスピーカーとして出席 

・旧西部の集い「かに食う会」＇２/６（： 上野、柏原 

・神戸クラブ８０周年＇２/２０（： 飯田、上野、柏原、桑野 

書記 堀江哲次 

 

 
 

理事通信１月号(抜粋) 

               09-10西日本区理事 鈴木誠也 
新しい年のお喜びを申し上げます。新しい年が「世界平和」実

現の為の希望が叶えられますようにと心からお祈りいたします。

旧年中は西日本区の運営に対して絶大なる皆様からのご支

援をいただき深く感謝申し上げます。それぞれの立場で新年を

いかがお迎えでしょうか？ ＇中略（ 

１月は新年例会、２月はＴＯＦ例会がもたれますが、その中で

「すべてのいのちを大切に」弱い立場にある人々を覚えて「祈り、

励ます」国際協力募金やファンドに目を向けてくださるようにお

願いいたします。 

オバマ大統領、鳩山首相の「核廃絶」「ＣＯ２削減」は、まさに

西日本区理事方針にかなっています。 

2010年５月には「核不拡散条約＇ＮＰＴ（」の再検討会議がも

たれます。６月の広島西日本区大会は「平和都市宣言」とも

絡んでワイズダムによる「核廃絶宣言」を期待しています。さら

に８月の横浜国際大会へ折り鶴と共に運びましょう。２つの大

会にはIBC/DBCとの交流の機会としてのクラブ会員の参加登

録を、特に新入会員研修の機会と捉えて、参加奨励を勧め

ましょう。クラブ単位の登録予定数とＩＢＣ相手の参加予定数

を調査させていただきますので、ご協力をお願いいたします。 

「６月は広島で、８月は横浜でお会いしましょう！」 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 
                        
 
 
 
 
 
 

連絡主事 橋本 潤 
◇核兵器廃絶に「Yes!」と言う「Yes!キャンペーン in 神戸」が
神戸栄光教会にて１１月２８日開催。約 200 名の参加 

◇２０１０年度の神戸ＹＭＣＡ年間聖句＝「主を待ち望め 
雄々しくあれ、心を強くせよ」旧約聖書詩篇２７章１４節 

◇街頭募金、多くのボランティアが結集 
   総勢４４名で募金活動。１２月２６日から始まる佐用町の

被災児童６５名のためのキャンプへの支援も呼びかけて、
120,279 円の募金が集められた。 

◇賀川豊彦献身１００周年記念式典挙行 
１２月２２日には、賀川献身１００年記念式典として、日野
原重明さん＇聖路加国際病院理事長（の講演、日野原さ
ん・今井顧問・野尻武敏さん＇コープこうべ理事長（による鼎
談が、ポートピアホールで開催された。尚、来年の３月２２
日まで神戸文学館において「賀川豊彦の文学」をテーマに
特別展示が行われています。 

今後の予定   
◇新春ＹＹフォーラム 
日 時： １月９日＇土（午後１：００～６：００ 
場 所： 神戸ＹＭＣＡチャペル他 
テーマ： 「YMCA 発！世の中を明るく元気にするプロジェクト！」 

◇維持会員のつどい「落語の会 ～笑う門には福来たる～」 
日 時： ２月６日＇土（午後１：３０～３：３０ 
場 所： 神戸ＹＭＣＡチャペル 
出 演： 林家染左さん・笑福亭由瓶さん 
会 費： 無料 

◇第２４回午餐会 
日 時： ２月１３日＇土（正午～午後２：３０ 
場 所： 神戸ＹＭＣＡ ４F サイコー亭 
テーマ： 「安心できる相続準備～遺言状よもやま話～」 
会 費： ３，０００円 

ユースプラザＫＯＢＥ・ＥＡＳＴプログラムのご案内 
◇第６回三浦綾子読書講座・「氷点」  
日時： １月１６日＇土（１４：００～１５：３０ 

◇第２０回ユースプラザＫＯＢＥ・ＥＡＳＴミニコンサート 
日時： １月２３日＇土（１５：００～１５：３０ 

※詳しい事は橋本連絡主査にお問合わせください。 

 

ＹＭＣＡニュース 
 
 
 

余島クリスマスキャンプ報告 
日々の神戸 YMCAへのご協力・ご支援に感謝申し上げます。 
１２月２６日～２８日開催の被災地児童招待クリスマスキャン
プを無事に終えましたことをご報告いたします。 
佐用町児童６３人、余島リーダー２１人、ドクター・スタッフ含め
て約１００人で実施いたしました。 
快晴に恵まれ、２日目はカヌーやローボート、釣りをすることが
できました。 山に囲まれた佐用町の子どもたちは、大はしゃぎ
でした。グランドではサッカーやバドミントン、ケイドロを楽しみ、
島内大オリエンテーションも行いました。 ３日間、大きな声で
歌い、話し、笑顔あふれるキャンプでした。 
キャンプドクターの岡本泰子先生＇佐用町小児科医（は校医
もなさっておられ、子どもたちも親しげに話しかけていました。  
多くの方々のご協力、ご支援を賜り、キャンプが実施できました
こと、心より御礼申し上げます。 

台風 9 号被災地児童招待キャンプ 
＇余島クリスマスキャンプ（実行委員会 

 

編集後記：新年明けましておめでとうございます。前月号に
続いて今月もワイズ・ＹＭＣＡ活動以外の記事を掲載しまし
た。これからも皆様の投稿をお待ちしております。   桑野 

芦屋クラブ恒例の神戸ＹＭＣＡ語学留学生との交流会ご案内 

２月１０日＇水（ １８時～２０時   於： ブルーミンメドー 

 


