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今月の聖句 

「地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは、主のもの。 

主は、大海の上に地の基を置き、潮の流れの上に世界を築か

れた。」                    詩編 ２４：１－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   長  桑野友子 

会   長  桑野友子 

直前会長  飯田義雄 

副 会 長  堤   清 都筑省三  

書   記  堀江哲次 羽太英樹    

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 

六甲部地域奉仕・環境事業主査 飯田義雄 
 

８月は６日、９日、１５日！ 
Youth Activity!! 

                           加輪上 敏彦 

８月は、６日、９日、１５日とゆう句があります。

御存知のとうり、６日、広島原爆、９日、長崎

原爆、１５日、敗戦記念日です。現在、私ど

もは平和を享受しています。我々の周囲に戦

争、戦乱が無いだけでなく、友人、家族が外

国にいるとしても、その周囲に戦争、戦乱はありません。従って、

世界の特別な地域にだけ、戦争、戦乱があり、私どもとは、無

縁、無関係と思ってしまいます。この句にある、６５年前は、日

本を取り巻く全ての国と、敵対していました。不信感が不安を

生み、不安が恐怖を生み、攻撃されるなら、先制攻撃を、とエ

スカレートして、戦争になるのだと思います。平和を維持するに

は、信頼が大切です。世界の困っている人々に、戦乱のため

か、貧困のためか、災害のためか、またはその複合か、原因は

ともかくとして、援助を求められたら、出来る範囲で実行するこ

とが、大切なことではないでしょうか。困っている人に、貴方は

孤立しているのではありません。私どもが出来る限り助けます。

とのメッセージを出すことが、平和へと繋がって行くように思いま

す。平和を続けること、それは私達の身近で、出来ることをする

ことと、同じことのように思われます。８月、平和について、考え

させられる月、いかがお考えでしょうか。 

 

             ７月例会出席表         （敬称略） 

第１例会出席者 

メンバー  １５名 

ビジター   ６名   

ゲスト     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   １７名 

出席率 ９４．１％ 

ＢＦ切手    （累計） 

273ｇ     （273ｇｍ）   

井上・吉岡・柏原 

   

ニコニコ     (累計) 

18,496 円（18,496 円） 

主   題 

国際協会会長   「心新たに立ち上がろう」 
藤 井 寛 敏    ”Once More We Stand” 

アジア地域会長   「心新たに立ち上がろう」 
高 田 一 彦    ” Once More We Stand” 

西日本区理事     「飛翔たとう ワイズスピリットを胸に」 
仁 科 保 雄   ”Forward with Y’s men’s spirit  

in our hearts” 
六甲部部長      「ワイズの心を、ワイズの種をまこう」 
安 行 英 文   ”Show Y’s care,  

Sow the seed of Y’s”    
芦屋クラブ会長     「各々のタレントを発揮しよう」 
桑 野 友 子    ”Your-God-Given-Talent, 
                                 Let it Shine !! ” 

 

8 月第１例会プログラム 

と き： ２０１０年８月９日(水) 1９：00～２１：00 

と こ ろ： ホテル竹園芦屋 ３階  

司 会： 堀江哲次           （敬称略） 

受  付： 野恭男・田舍庸男 

１． 開会点鐘           桑野友子会長 

２． クラブソング斉唱        一同 

３． 聖書朗読           羽太英樹 

４． 芦屋クラブ歓迎の言葉    吉岡浩一（交流委員） 

５． Ｇ．スコット氏の挨拶       Ｇ．スコット氏 

６． 食前感謝           羽太英樹 

７． 食事・歓談           一同 

８． メンバー‘ｓスピーチ      加輪上敏彦 

         「イスラエルを訪ねて」 

９． ＹＭＣＡニュース         

10． 誕生祝い    桑野友子会長 

           堀江哲次・堀江節子・橋本真理 

11． 議事・報告 

   1） 第２例会議事録承認  桑野友子会長 

   2） 各事業委員報告  

12． ニコニコ献金報告 福原吉孝（ファンド） 

13． 閉会点鐘 桑野友子会長 

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

665-0063, JAPAN      

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

0798-53-6112 

 

 

 

“To acknow ledge  the d u ty  t ha t  accompan i es  every  r ig 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 ： Tomoko Kuwano 4-16-23-401, Motoyama-nakamachi, Higashinada-ku, Kobe 

Mail ： kuwano-t@nifty.com   Phone ：  078-431-8418             658-0016, JAPAN 

URL ： http://www.kobeymca.or.jp/ys/ashiya/  
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みどり福祉作業所大澤所長夫妻へ 

     みどり基金贈呈 

７月第１例会報告 

日 時：２０１０年７月２１日（水） 

場 所：ホテル竹園芦屋 ３階 

司 会：羽太英樹 

出席者：飯田、井上、上野、大澤夫妻、柏原、加輪上、 

桑野、島田、都筑、堤、羽太、福原、吉岡、渡辺、橋本 

ビジター： 安行英文（六甲部部長）、宮田泰子（メネット 

主査）、斎藤勲（EMC主査）大塚章信（交流事業主査） 

、藤井久子（Y サ・ユース事業主査）鈴木誠也（西日本区 

直前理事） 

新年度キックオフ例会となり、食前に先ず安行英文六甲部部

長立会いの下、飯田義雄メンから桑野友子メンにそれぞれバ

ッジの交換をもって会長引継ぎ式を行なった。桑野新会長より

「各々のタレントを発揮しよう」 との会長テーマが発表され、新

年度は皆が EMCに思いを寄せ、各自がその経験と感性をもっ

て新メンバーを誘おうと決意を新たにされた。 

食後、公式訪問され

た六甲部役員諸氏の

紹介と挨拶があった。 

①安行氏は日本語の

「さようなら」の語源を

紹介されながら、日本

人の感性で「一度、立

ち止まって振り返り、次

のステップへと邁進しよ

う」とお勧めがあった。②宮田氏は「愛の心」を大切にし、メネッ

ト会では「神愛館」支援の報告があり、出席者が献金を捧げ

た。 

③大塚氏はレジメを配布され、主査主題「ふれあいこそワイ

ズ・YMCA」の案内があった。④斎藤氏よりは EMC強化を訴え

られた。⑤藤井氏は例年のチャリテイーラン、わいわいフォーラム

に加えて台湾で開催予定のユースコンボへの参加要請があっ

た。 

引き続いて、西日本区直前理事の鈴木誠也氏より過日盛

大に行なわれたに西日本区大会の謝意と、横浜で行なわれ

る国際大会を盛り

上げようと挨拶があ

った。芦屋クラブでは

地域奉仕事業の一

つとして「芦屋みどり

福祉作業所」へ

の支援を続けてい

るが、代表の大

澤メン夫妻が出席され

たので、前年度「みどり

基金」ならびに新年度「支援金」の贈呈が行なわれた。その後、

７月誕生会、議事・報告が行なわれ、定刻の午後９時に閉

会点鐘。            

羽太英樹 

六甲部第一回評議会報告 

２０１０／２０１１年度六甲部評議会が７月１７日三田ＹＭＣ

Ａで開催されました。芦屋クラブからは桑野、柏原、上野 飯

田の４名が参加いたしました。梅雨明け宣言がなされ真夏日

でしたが欠席は２名と少なく今までになく充実した会でした。 

 

 

六甲部が８年前に三田のＹＭＣＡで発足し丁度一巡した会

合となりました。議決されました事項は下記のとおりです。 

１．２０１０／２０１１年度部書記、会計、監事、各事業主査

の承認 

２．次次期部長の候補者について第２回評議会の前までに

六甲部部長に推薦することを芦屋クラブに委託することの承

認 

３．事業報告書及び収支決算書の承認、事業計画及び 

収支予算の承認 

その後報告事項があり安行六甲部長の挨拶がありました。

（ワイズの心、ワイズの種をまこう）「自己の充足だけでなく他人

に尽くすことによって初めて自己の幸せを手に入れることが出来

るとするＹＭＣＡサービス理念は人間社会の普遍的な心理と

思う。このことから

ワイズが継続して

着実にすべき活

動はまず人間社

会の平常な営み

の中において、人

間社会の質を改

善するために継続

的に払うべき努力

であり人間社会

にＹＭＣＡサービス

の理念通して普

及させていく粘り強い努力です。」との趣旨を力強く述べられ 

神戸ＹＭＣＡ１２５周年を軸に、すべての思いを集約し、区の

目標、部の方針、クラブの活動計画、ＹＭＣＡの支援をしその

上で一段のクラブの飛躍と存在を図ろうと結ばれました。 

     飯田義雄 

 

 

 

 

     新旧会長バッジ装着式 

    安行六甲部部長の挨拶 

  六甲部各クラブ会長ほかの紹介 

みどり福祉作業所大澤所長夫妻へ 

     みどり基金贈呈 
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六甲部 EMC 事業主査の役割を振り返って 

６月で六甲部の EMC主査を終えたのであるが、反省と感想を

少し述べてみたい。結論から言えば、六甲部会員数の拡大が

不十分で大いに反省することばかりある。 

昨年度、冒頭に EMC 研修会が開催され、西日本区の EMC

主査と研修を受け各部の現状と拡大策の情報交換を行い、

西日本 EMC廣井主任の元で活動を開始することになった。 

掲げた活動指針は、（１）楽しい例会を工夫しゲストも招こう。

（２）より華やかで愉しい例会を企画し女性会員の輪を広げよ

う。（３）YMCA にかかわった人を発掘し声掛けをしよう。とした。 

 

活動した内容を振り返ってみたい。最初に各六甲部のクラブへ

太田部長と挨拶を兼ね例会に出席した。幸いにも西宮クラブ、

神戸クラブ、神戸ポートクラブの入会式があり立会人として出

席が出来、一番、嬉しい出来事であった。芦屋クラブにて廣

井主任の講演と研修会、六甲部で廣井主任の EMC に関す

る講演の後、各クラブ会長とともにパネルディスカッションを実施

した事、新入会会員の研修会の開催が出来た。各会員に

EMC の重要性を認識して頂いたと思っている。課題は会員の

増加が出来ていない事である。会員の増加なくしてクラブ活動

の活性化はない。会員になって頂ききたい方々は、若い方、

女性、定年後で社会奉仕活動に興味ある方、YMCA に係っ

た元キャンプリーダ等々、まだまだ発掘しなければならない。ご

近所の方、お友達などへの声掛け等、会員拡大にもう少しだ

け努力が必要である。 

何はともあれ、新しい方を例会にお招きすることである。特に女

性会員の増加を目指してほしい。例会を楽しく楽しめる工夫、

会費の検討、ワイズ活動のＰＲが出来る冊子の作成などがク

リアしてほしい課題である。 

最後に皆さんへのお願いであるが、少しだけ周りを見てください。

必ずクラブ活動に興味ある方がいます。声掛けをして例会に

招き、会員を増やし、大いに楽しくやりましょう。 

福原吉孝 

 

芦屋クラブＣＳ事業「みどり作業所」夏の行事の応援！ 

７月２４日（土）に

は飯田メン・メネッ

ト、上野メンが氷

を運ばれました。 

７月３１日（土）は、

大澤メンが行列の

綿菓子の手を止

められて「一緒に

写真を撮りましょ

う」。 

今回は氷を運ぶことと少し手伝うことがあればとチャリティ・ランで顔

なじみのみなさんと仲良くかき氷売りを楽しみました。 

                                      柏原佳子 

 

 

エチューカについておさらい 

22 年振りに日本で行われる横浜国際大会で正式に IBC 調

印をする我らのお相手“エチューカＹサービスクラブ”はメルボルン

から北へ約 200ｋｍに位置します。車で２時間半というところで

しょうか。 

エチューカ地区はマレー川を挟んで隣接するモアマ地区と一体

として“エチューカ*モアマ地区”と称され、人口 2万人のこじんま

りした街です。観光資源は豊富でマレー川を中心に主として

河川リゾートとして名を馳せています。蒸気船観光、釣り、トラ

イアスロン大会、カヌー大会などのマレー川に直接関連する遊

びや行事の他にゴルフ、ロデオ、ジャズフェステイバル等などイベ

ントには事欠きません。また、12ｋｍ以内に 5 軒のワイナリーが

あり、呑み助にも魅力たっぷりです。これらの観光資源目当て

の観光客用になんと！ 45軒ものホテル、モーテルがあるのだそ

うです。 

この地区に根を下ろす YMCA 及びＹサービスクラブは共に盛ん

に活動をしているようです。エチューカＹサービスクラブはメンバー

数においては芦屋とほぼ同規模で、会長は昨年に引き続きア

ラン*ブラウン氏、今回来日のグレアム*スコット氏も昨年に引き

続き書記をされます。この IBC のキッカケを作って下さったノエル

*スコット氏は今期副会長として返り咲いておられる由です。 

来年は是非とも大挙してエチューカ*モアナ地区を訪れたいもの

です。 

                             吉岡浩一 

 

青少年奉仕賞を上野ワイズが受賞！ 

永年にわたる青少年に対し物心両面

での奉仕を顕彰する、日本ＹＭＣＡ同

盟の「青少年奉仕賞」を上野恭男ワ

イズが受賞しました。 

7 月 8 日の神戸ポートクラブ例会で、

水野雄二神戸ＹＭＣA 総主事から写

真の楯が上野ワイズに手渡されまし

た。 
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７月第２例会・議事録（抄） 

日 時： 2010 年 7 月 28 日（水）19：00～21：00 

場 所： 市民センター 206会議室 

出席者： 飯田、井上、上野、柏原、加輪上、桑野、橋本、

羽太、福原、堀江、吉岡（11 名） 

報告・協議・確認事項 

１） 横浜国際大会（８月５日（木）～８日（日）） 

飯田、上野、柏原、桑野、堤、吉岡、渡辺の７名参加。 

７日（土） １１：３５～１１：５０ 芦屋クラブとエチューカクラ

ブの IBC締結式。 立会い陪席者は平野交流主任、鎌

倉クラブ、もりおかクラブならびに熊本みなみクラブ。 

２） エチューカクラブ スコット氏 歓迎スケジュールを確認。 

３） ８月第１例会 スコット氏の歓迎例会、自己紹介・挨拶

を願う。 スピーチは加輪上敏彦メン「イスラエルを訪ねて」 

４） ６月度並びに年度末決算、新年度予算案につき羽太メ

ンより資料に基づき報告があり、一部訂正し承認された。 

５） 六甲部会 ９月１１日（土）午後、三田市フルーツフラワー

パークで開催。 合同メネット会も同時開催の予定。  

参加予定者： 飯田、井上、上野、柏原、桑野、羽太 

６） メネット会関連事項：   

◎ 六甲部メネット主査懇親会（西村屋） ７月３１日に

開催。 柏原メネット連絡員が出席。 

◎ ９月の第１例会はメネット例会、ミュージカル「アイプレ

イ」を DVD で紹介する予定。 

７） 部会案内： 

◎ 京都部  ９月１２日（日） 於、リーガロイヤル京都   

◎ 西中国部 ９月２５日（土） 於、福山市  

      参加予定者： 上野、柏原 

８） 他クラブ８月例会案内： 

◎ 西宮クラブ  ８月２０日（金）   

   ◎ 宝塚クラブ  ８月１１日（水）  

◎ 京都 ZERO クラブチャーターナイト ８月２９日（日）   

      参加予定者： 上野、柏原、桑野 

９） BF使用済み切手の処理について： 

福原メンが相当数を所持。スコット氏の持参オーストラリ

ア切手と交換、入手したものを芦屋クラブの実績とする。 

１０） その他 

◎ 西宮 YMCA から依頼受けているサッカー練習場登

録の芦屋在住の会員の住所氏名を連絡する。 

◎ 誕生日祝いには、馬路村製品（ポン酢） 

◎ 西日本区より冊子「エイズで学ぶ」１０冊入手したの

で、８月第１例会で希望者に配布する。 

◎ ロースター１０冊購入した（＠\2,000） 

◎ YMCA 創立１２５周年記念ポロシャツが届いたので、

注文者に８月第１例会で手交する。 

◎ 大澤メンより７月２４日の夏祭り「みどり作業所出

店」に出向いてくださり感謝との電話あり。 

◎ 芦屋クラブの名簿の改訂を行なう（堀江メン担当） 

◎ 第２例会も、欠席の場合は事前に届けを出す。 

                       書記 羽太英樹 

 

 

橋本連絡主事 

◇チャリティワインを楽しむ会、開催 

7月 9日（金）、参加者 37名、第２１回チャリティワインを楽

しむ会がサイコー亭で開催。ワインに合わせ料理も楽しみ、

ソムリエのお話やオークションも楽しむという趣向。 それによ

って子ども奨学金が拡充される企画です。多くのリピーター

がおられ、その都度の献金に感謝します。 

◇第 25 回午餐会、開催 

7月 10日（土）、開催された。3月に神戸新聞社のギャラリ

ーで開催されたマザー・テレサ生誕 100 年記念写真展で

写真を撮られたカトリック六甲教会の司祭・片柳弘史さん

のマザー・テレサのお話。参加者は 28 名、片柳司祭の情

熱溢れるお話にひきつけられ、マザー・テレサを間近に感じ

るひと時を過ごすことができた。 

◇ワイズメンズクラブ六甲部評議会、開催 

この 7 月から、新しいクラブの会長が各クラブでスタート、8 つ

のクラブからなる六甲部も新しい部長を迎えています。さんだ

クラブの安行英文さん（常議員）が部長。7 月 17 日（土）に

三田 YMCAにて、評議会が開催、神戸 YMCA125周年へ

の支援等、今年も積極的に神戸 YMCAをご支援いただくこ

とが決議。六甲部を挙げての支援に心より感謝いたします。 

 

今後の予定   

◇第５回日中平和交流の旅 

パートナーYMCA である中国・天津 YMCA の協力、2年に

一度、天津及び中国各地を訪問。遼寧省の瀋陽、大連

を訪ねる旅で、旧満州の日本と縁の深い場所を訪問。 

日 程：９月２２日（水）～２６日（日） 

場 所：関空～北京～天津～瀋陽～大連～関空 

参加費：115,000 円 ＊お早めにお申込ください。 

 

ユースプラザＫＯＢＥ・ＥＡＳＴのプログラムご案内 

◇ 第２６回ミニコンサート  

  日時：８月２８日（土）15:00～15:30 

  出演：御影高校 吹奏楽部 

  入場無料 

◇ 第９回三浦綾子読書講座 

  「海嶺」を読み解く 

  日時：９月１１日（土）14:00～15:30 

  講師：正田眞次（学座「とうごまの葉の下」代表） 

  参加費：５２５円（税込） 

 

 

 

 

 

 

ＹＭＣＡニュース 

編集後記：  

本当に暑い日が続きます。皆様、元気でご活躍と思いま

すが、健康にはくれぐれもご留意ください。 

                           堀江哲次 

 

                       
 
                      
 
 
 


