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今月の聖句 

「主は、人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた 

尊い、生きた石なのです。あなたがた自身も生きた石として用い 

られ、霊的な家に造り上げられるようにしなさい。」 

   ペトロの手紙＇I（２：４－５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

EMC の検討会にあたって 

井上雅司 

先日、西日本区ＥＭＣ月次集計表が発表さ
れ７月１日現在の会員数は１，６３２名でした。
本年１月１日の１，７３１名から会員数は約１
００名減少しております。新規の会員を増強し
２,０００名体制の確立を目指していた西日本

区の目標は大変厳しく遠い道のりとなりました。芦屋クラブも残
念ながら本年度１名の方が退会し、新規の会員は増えており
ません。このような現状を踏まえて９月第１例会は、「ＥＭＣ」に
ついて語り合う特別例会となりました。何故、新規会員が増え
ないのか？新規の会員を増やすのにはどうしたら良いのか？退
会者の退会理由と新規会員増強が難しい理由に共通点が
あるのか？時間的、精神的、経済的負担によるものなのか？
あるいは宗教的な問題によるものなのか？ 
芦屋クラブの本年１月から６月まで、半年間の第１例会へのゲ
ストの参加者数は３名でした。ちなみに、クリスマス例会の過
去３年間のゲストの参加者数は、１２月単月で０９年６名、０
８年５名、０７年は２９名でした。今回の特別例会は芦屋クラ
ブの新規会員増強について、また、ワイズについて考え、話し
合える良い機会だと思います。最後に、本年度西日本区ＥＭ
Ｃ事業主任の新山兼司メンよりのＥＭＣ事業通信ＮＯ・１に
掲載のメッセージをお届けいたします。 
退会者続出！一からの出直し！危機感を持とう！ＥＭＣビジ
ョンを語り将来のクラブ像を確立しよう！限りなきワイズの拡が
りを求めて永遠に！ 
 
             ８月例会出席表         ＇敬称略（ 

第１例会出席者 
メンバー  １１名 
ビジター   １名   
ゲスト    ３名     
メネット   １名 
合 計  １５名 

例会出席率 
出席者   １１名 
メイキャップ  ３名 
合  計   １４名 
在籍者   １７名 
出席率 ８２．３％ 

ＢＦ切手    ＇累計（ 
1073ｇm ＇1346ｇｍ（ 
ｴﾁｭｰｶｸﾗﾌﾞ、町永氏 
吉岡メン 

ニコニコ     (累計) 
9,718 円＇28,214 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 !! ” 

 

９月第１例会プログラム 

と き： 2010 年 9 月 15 日(水) 18：30～21：00 

と こ ろ： ホテル竹園芦屋 ３階  

司 会： 井上雅司           ＇敬称略（ 

受  付： 柏原佳子・加輪上敏彦 

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． 食前感謝 堀江哲次 

５． 食事・歓談  一同 

６． 「ＥＭＣについて－熱く語ろう」一同 

      司会進行 井上雅司 

７． ＹＭＣＡニュース 橋本潤連絡主事 

８． 誕生祝い 桑野友子会長 

       飯田義雄・井上雅司メン 

９． 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  

１０． ニコニコ献金報告 福原吉孝＇ファンド（ 

１１．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／ａｓｈｉｙａ／     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/  

 

ＴＨＥ Ｙ’Ｓ ＭＥＮ’Ｓ ＣＬＵＢ ＯＦ ＡＳＨＩＹＡ 

 

Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ａｐｒｉｌ 11．1998 
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８月第１例会報告 

日 時：２０１０年８月９日＇水（ 

場 所：ホテル竹園芦屋 ３階 

司 会：堀江哲次 

出席者：上野、柏原、加輪上、桑野、島田、都筑、羽太、

福原、堀江、吉岡、渡辺 

ゲスト：G．スコット＇エチューカクラブ（、中野雅弘＇渡辺ウイメン

友人（、渡辺拓也＇渡辺ウイメンご主人（ 

ビジター：小野勅紘＇西宮クラブ（ 

エチューカクラブのスコット氏の歓迎 IBC 例会であり、吉岡メン

から芦屋クラブ歓迎の言葉、続いてスコット氏の挨拶があった。

吉岡メンより、２年間かかったが、

横浜国際大会で 8/7 に無事

IBC を締結したとの報告、スコット

氏から DVD を映写しながら、素

晴らしい環境のエチューカクラブの

紹介があった。 

食後、加輪上メンよりメンバー‘ｓ

スピーチ「イスラエルを訪ねて」があった。＇A)現代の国家として

のイスラエルの報告。日常生活はユ

ダヤ教の影響が大きく、安息日をき

ちんと守る、パレスチナ自治区に入

るには、バスの運転手がアラブ人に

交代、アラブ／イスラエル人の相互

不信が非常に強い。イスラエルでは

アラブ人は雇わず、タイ人、フィリッピ

ン人を労働人口と採用と聞いて、これでは到底、両者間で相

互理解は進まない、と思った。教会に入るときには、タバコ、犬、

酒などの持ち込み禁止に加え、銃の持ち込み禁止標式(写真

あり)。加輪上メンの鋭い観察でした。＇B（歴史、神話、伝承

の国イスラエルでビアードロロサ＇悲しみの道（や受胎告知教会

＇ナザレ（など。時間があればもっとお聞きしたいと思った。 

次にエチューカクラブとの切手交換。さらにバナレットの交換やエ

チューカクラブよりマレー川沿いの風景の絵や、コアラのおみやげ

などをいただいた。なおゲスト中野

雅弘氏はクラブ会員の増加に最

有力であり、紹介を頂いた渡辺ウ

イメンに感謝。 

その後、誕生会、議事・報告が

行なわれ、定刻の午後９時に盛

りたくさんであった 8 月例会の閉会点鐘。 

  堀江哲次 

 

 

 

 

 

 

 

 

エチューカ・クラブ・グレアム・スコットさんを 

古都・鎌倉へご案内 

 
８月４日１０時桜木町ワシントンホテルに鎌倉に住む長男とス

コットさんを迎えに行きました。ロビーで挨拶を交わし京浜東北

線でまず最初に鶴岡八幡宮を訪問いたしました。『実朝暗殺

の舞台』の大銀杏は再生中でしたが京の朱雀大路を模し車

道より一段高い若宮大路の参道を三の鳥居まで歩きました。

歴史には興味を持たれ説明に苦労いたしましたが、境内の池

の鯉にエサを与え八幡宮の本殿、拝殿、から見る相模湾の景

色には感動されていました。昼食後高徳院＇鎌倉大仏（を訪

問、汗まみれになり大

仏の中に入られました。

参拝者には外国の方

が多く声を掛け合い楽

しみ、ここではお土産に

興味を持たれ日本的

な刀、手ぬぐい、等を

購入つづいて「一服の

清涼剤」を求め四季

折々の花木で有名な

長谷寺に行きお茶の時間を持ちましたが抹茶はもちろん、お

干菓子も抵抗なく楽しまれ上境内まで上られ、さすがに牧畜

で鍛えられた足腰だと感心しました。帰りは江ノ電で鎌倉まで

ローカルの景色を楽しみました。鎌倉歴史探訪をとうしＩＢＣを

締結したエチューカクラブと今後歴史を積み重ねていく尊さを痛

感いたしました。  

飯田義雄 

 

エチューカ・クラブ・グレアム・スコットさんを 

古都・京都へご案内 
 

懸案であったオーストラリアのエチューカ Y サービスクラブとの

IBC が無事、横浜国際大会においてサインされ実現した。先

ず以ってこのために尽力されてきた交流事業担当の吉岡浩一

メンに感謝を申し上げたい。今回代表として来日された同クラ

ブ書記のグレアム・スコットさんには横浜での大会を終えられた

あと、芦屋クラブの面々との交流のために８月８日に来芦願っ

た。上野恭男メンのご好意でホームステイ、９日夜の竹園での

「グレアムさん歓迎芦屋クラブ例会」が計画された。夜の例会

までの一日を桑野友子さんとわたしで、古都・京都を案内した。

自分にとっても久しぶりの京都でもあり、楽しみであった。上野

さんの計らいで英語で市内の観光スポットを案内してくれる「個

人タクシー」を予約いただいたので、たいへん楽な＇？（京都案

内となった。ただ、グレアムさんの聞き取りにくい「オーストラリア

弁」には筆談も交えての悪戦苦闘もあったのも事実・・・京都

駅前からまずは「清水寺」へ、折から開放されていた「成就院」

の襖絵も見学、清水の舞台からは天気も良くて大阪の町並

みも遠望できる。あまりあちこち連れまわっても疲れるだろうと思

い、近くで軽く昼食を済ませ、祇園の街中を通り抜けて車窓か

 

吉岡メンの歓迎のことば 

 

加輪上メンのスピーチ 

 

ｽｺｯﾄさんから風景額贈

呈 

 

スコットさんを囲んで記念写真 

 

スコットさんを囲み飯田メンとご子息 
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ら京の風情を見てもらった。次に定番の「金閣寺」へ・・・初め

ての来日、金ぴかの寺院はグレアムさんの目にはどんなに写っ

たことだろう？最後は土産物ショップへご案内・・・楽しげにいろ

いろと物色されていた。こうしてグレアムさんの京都の短い旅は

終わった。夜の例会までを柏原佳子宅で歓談休息し、竹園

での例会、二次会と今日の一日は心地よい疲れを伴って終わ

った。 

羽太英樹 

横浜国際大会に参加して 

22 年振りに日本で開催される国際大会とあって準備、運営

共に大変なご苦労があった事と拝察致します。直接準備万

端から運営に携わられたHC委員など関係各位に深甚なる敬

意を表したいと存じます。 

従来 港、外国人、おし

ゃれ等などで神戸と横浜

は並び称されて来たように

思います。然し今や横浜

は以前と様相を一変させ

遥か時代の先端を行く

“未来”都市になっていま

した。その“みなとみらい”

地区にある国立国際会議場パシフィコ横浜が今回第 69回国

際大会の会場で設備、規模ともに申し分の無いものでした。

今回の大会には藤井寛敏新国際会長の明確なメッセージで

あるエコ社会、持続可能な社会構築の考え方が徹底されて

おり、会場の温度は高め

に設定されていたり、マー

シャルのカンカン帽やスカ

ーフリングも段ボールを素

材にした皆さんのお手製

であったりと至る所に工夫

が見られました。大会を

総括すると大変上手く運

ばれた良い国際大会であ

ったと思います。唯一点を除いて。その唯一の例外は大会二

日目の夕食。何しろアッという間に食物が無くなったので大半

の方は止むを得ず胃袋を満たす為に外出したことでした。この

事件は単に円高のなか来日された外国からの参加者を失望

させたばかりか、各エリアの出し物が演じられている中、聴衆、

観衆がゾロゾロ会場を後にする失礼が余儀なくされたのが残

念です。この件については翌朝藤井国際会長自らこの不手際

をいち早く謝罪されたのは好ましく受け止められました。災い転

じて福となすとはよく言ったもので、この欠食騒ぎが DBC の意

義の再発見になろうとは考えてもみませんでした。芦屋クラブの

最初の DBC パートナー鎌倉クラブの池田会長が機転を利か

せてご自身行きつけの小料理屋に席を確保して下さりわが

DBC仲間もりおかクラブ、熊本みなみ 4 クラブ合同の夕食会と

なるかと期待しましたが、その時既に熊本みなみの皆さんは早

くも見切りをつけ会場を出られた後でした。しかし 3 クラブ DBC

合同夕食会は大いに盛り上がったものです。 

 

扨 今国際大会参加の最大の目的は何と言ってもエチューカ

Ｙサービスクラブとの二年越しの IBC調印式です。翌 8月 7日

11：35から一つのトライアングル IBC を含めて 7組の IBC調印

式を我が芦屋クラブが先陣を切り、順に短時間でこなすという

慌ただしいものでしたが、桑野会長とエチューカの G.スコット会

長代行によって恙無く終え、今

後の末永い交流を期したことで

した。そのスコットさんが 8 月 3

日から 10 日迄滞日されるとい

うので大会前の 3日は吉岡、4

日は飯田直前会長がご子息

と共に鎌倉地区を案内するこ

とになりました。成田朝 6時半着の便というので彼のホテルで待

ち受けるつもりが逆に“浩一？”とロビーで立ち上がってくる外国

人、スコットさんでした。初対面の印象としては、人懐っこくて好

い感じ。スラッとした長身、細身で 56 歳の男にしてはお腹も出

てない。もう少し若く見えても良いのに・・・と思ったら矢張り髪

の毛がやや少なめ、かな？ 

3 日の小生担当の横浜案内は結局桜木町から桜木町の“あ

かいくつバス”一周で終わってしまいました。ご本人の体調がす

ぐれず予め予定していたコースも不発、昼食、夕食もあれこれ

と案を練っていた小生の目には気の毒な程食欲がなく、日本

での初日はノキア携帯を失くした事も含め散々なものでした。 

4 日の鎌倉は前夜早く就寝して

十分睡眠をとったせいか楽しく過

ごさせて頂いたと大変喜んでおら

れました。大会終了後の 8日はメ

ンバー4 人でスコットさんを新幹線

で連れ帰り、ホームステイを申し

出られた上野メンに甘えて 8 日、

9日と連泊。スコットさんは大変喜

びすっかり寛いで良い日本の思い出を持ち帰られたことと思い

ます。9 日日中は京都の観光タクシーで桑野会長と羽太メン

が彼に同行し、彼の為に設けた第一例会までの数時間は柏

原ワイズ邸で過ごし個人レベルでの交流が深まりました。 

8 月第一例会は芦屋クラブとしてはエチューカのスコットさんを

迎えて異例ずくめでした。通常の第３水曜日を 9 日とし、男性

はジャケット、ネクタイ着用としているのをこの日はクールビズとし

た訳です。お互い寛いだ雰囲気の中エチューカ．モアマ地区の

DVD での紹介やスコットさんの言葉から大いに親近感が高まり、

魅力溢れる彼の地へ来春 4月には訪問してみたいと言い出す

メンバーが十人近くいました。10 日渡辺ウイメンのブルーミンメ

ドウで桑野、柏原、上野各ワイズと小生でスコットさんとの最後

の昼食を楽しみました。彼は渡辺さんからは茶器、芦屋クラブ

メンバー一同からは伊丹から成田空港への乗り継ぎ航空券の

プレゼントを受け、別れを惜しみながら発って行きました。 

二日後真冬のエチューカに震えながらも無事着いた旨報告が

あり、歓迎して頂いた皆様に宜しくとの伝言がありました。 

吉岡浩一 

 

スコットさんとともに集合写真 

 

IBC調印式でかたく握手 

 

横浜港の岸壁に集まって 

 

新幹線の車中で 
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８月第２例会・議事録＇抄（ 

日 時： 2010 年８月２５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、桑野、橋本、福原、堀

江、吉岡＇９名（ 

 

報告・協議・確認事項 

１（ 六甲部会：９月１１日＇土（ １４：００～１８：３０ 

参加者：飯田、井上、上野、柏原、桑野、羽太＇６名（。 

２（ 六甲部会合同メネットアワー： １２：３０～１３：４５ 

参加者：飯田、上野、柏原、桑野、羽太＇５名（ 

３（ ９月第１例会：９月１５日＇水（ １８：３０～２１：００ 

特別例会”ＥＭＣについての検討会”とする。 

１０月第１例会 スピーカー 裁判員制度＇神戸西クラブ（ 

１１月第１例会 スピーカー 島田メン 

１２月クリスマス祝会：実行委員、エンタテイナー別途検討 

４（ ７月度会計報告、羽太メン作成資料に基づき桑野会長

より報告があり、承認された。IBC 関係費用は飯田、上

野、柏原、吉岡メンのアテンド費用を清算する。 

５（ じゃがいもファンド：１０月中旪。 

昨年のリストを参照 

６（ 部会案内： 

◎西中国部  ９月２５日＇土（   

  参加： 上野、柏原 

７（ 他クラブ８月例会案内： 

◎京都 ZEROクラブチャータ ８月２９日＇日（参加：桑野 

８（ その他 

◎ ４クラブの合同例会 １０月２３日＇土（ 秋の味覚 

三田＇場所、時とも未定（ 

◎ 第２例会出欠確認＇第１例会時にまず確認（ 

◎ ブリテン会議にてブリテン英語版の作成・発行につき打

ち合わせした。 

書記 堀江哲次 

 

 

橋本連絡主事 

◇シアトル YMCA ユースグループ、来神 

毎年の交歓プログラムとして、シアトル YMCA の高校生グル

ープ 14 名が来神。 7 月 23 日＇金（～８月 6 日＇金（ 

◇夏プログラム、キャンプ進行中！ 

島を中心に各ブランチ・センターのキャンプや特別プログラムが

進行。「安・近・短」の傾向。 

◇３つの世界大会、開催 

１（7 月 19 日＇日（～24 日＇土（まで香港で開催された「第

17 回世界 YMCA 大会」、1150 名ほどの参加者。 

２（8月 3日＇火（～7日＇土（まで、大阪国際会議場を舞台

に「第 14回ハンドベル世界大会」、1000名を超えるリンガ

ーが集り、講演、ワークショップ、マスリングを楽しむ。 

３（8 月 5 日＇水（～8 日＇日（まで開催された「第 69 回ワイ

ズメンズクラブ世界大会」 

◇125 周年関連事業、着々と進行中！ 

歴史編纂のグループは歴史証言の文章化を、プログラムのグ

ループは 2012 年 1 月のエンディングをターゲットとしたミュージ

カルの企画を、また来年 9月 10日＇土（に予定されている記

念講演会も講師が決まり、準備中。 

広報グループは既にポロシャツや缶バッチの制作を終了、ポス

ターが完成し、現在 DVD 製作のためのビデオ撮影が進行。 

 

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。 

９月２２日＇水（～２６日＇日（ 

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。 

◇秋のバザーカーニバル  

三田 YMCA カーニバル：１０月１７日＇日（ 

西宮 YMCA カーニバル：１０月１７日＇日（ 

学園都市 YMCA わいわい祭り：１０月１７日＇日（ 

三宮 YMCA 国際バザー：１０月２４日＇日（ 

西神戸 YMCA幼稚園バザー：１０月３０日＇土（ 

◇第 23 回チャリティーゴルフ 

１０月２０日＇水（ 

キングスロードゴルフクラブ＇三木市吉川町前

田（ 

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 

◇フリーマーケット 

日時：９月１８日＇土（午前１１時～午後４時 

◇ユープラ親子でわくわくフェスティバル 

運営：ユースプラザＫＯＢＥ・ＥＡＳＴ（ 

日時：９月２５日＇土（１０：３０～１７：００ 

場所：ユースプラザＫＯＢＥ・ＥＡＳＴ 

内容：事前予約必要→絵本の読み聞かせ、親子で英会話、

親子体操 

午前：なかよしコーナー＇紙芝居・人形劇など（ 

午後：Ⅰイチロー選手をプロの体に変えた坂元美子先生

＇神戸女子大学准教授（のお話  

Ⅱステージプログラム＇鷹匠中学合唱部＆ゴスペルライブ（ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＹＭＣＡニュース 

編集後記：  
ＩＢＣ・スコットさんが、暑かった日本から一足飛びに真冬の
寒い？エチューカに帰国しました。日本でも秋の訪れが待
ち望まれます。 
                           堀江哲次 
 

                       
 
                      
 
 
 
 


