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今月の聖句 
新しい歌を主に向って歌え。全地よ、主に向って歌え。 

主に向って歌い、御名をたたえよ。 

日から日へ、御救いの良い知らせを告げよ。 

詩編 ９６：１～２

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

新年おめでとうございます 

会長  桑野友子 

昨年の日本は政治も経済も社会も停滞の 

１年でしたが、それでも“はやぶさ”やノーベル 

化学賞の受賞など嬉しいニュースに日本中

が喜びました。今年が明るく希望の持てる日

本になりますように。 

昨年７月会長職を引き継ぎ、８月の横浜国際大会でエチュー

カクラブとＩＢＣ締結、２年前のデンマーク国際大会からの念願

が叶い、クラブの体裁も整いました。 

９月にはＥＭＣ促進の話し合いがもたれ、会員増強に全員が

前向きに取組み、クラブ案内のトラクトも完成、また、ＣＳ事業

としての“みどり作業所”の支援にも大きな前進がありました。 

クリスマス祝会、トラクト作成、チャリティーラン等々、各実行委

員が事業を進めていく中で、特に私が感動したのは次期会長

選考委員会でした。これまでの会長経験者が何回も集まり、

難航しながらも基本に忠実にでも温かみを持って選考を重ね、

最後に都筑メンが引受けて下さった時には、「あぁー芦屋クラブ

は素敵だな！」と心から嬉しく思いました。 

前半期最後の事業であるクリスマス祝会、メンバー全員が持

てるタレントを存分に輝かせ、８０余名のワイズメン・メネット、ゲ

ストが共に祈り、楽しみ、素晴らしい時を持つ事が出来ました。

後半期も、留学生交流会、さくら祭り、エチューカ訪問とクラブ

の事業が盛り沢山、どうぞ宜しくお願い致します。 
 

             １２月例会出席表         （敬称略） 

ＢＦ切手    （累計） 
   0 ｇm （1,647ｇｍ） 
 

第１例会出席者 
メンバー   １４名
ビジター   ４２名
ゲスト    ２３名
メネット    ３名
合 計   ８２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    １７名 
出席率  ９４．１％ 

ニコニコ     (累計) 
14,250 円（74,247 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 !! ”

１月第１例会プログラム 

と き： 201１年 1 月１９日(水) 19：00～21：00 

と こ ろ： ホテル竹園芦屋 ３階  

司 会： 飯田義雄           （敬称略） 

受  付： 羽太英樹、福原吉孝 

１． 開会点鐘 桑野友子会長 

２． クラブソング斉唱 一同 

３． 聖句朗読 羽太英樹 

４． ゲスト・ビジター紹介 飯田義雄 

５． 食前感謝 上野恭男 

６． 会食・歓談 一同 

７． スピーチ 堀江哲次 

   「ドイツ・オーバーアマガウ受難劇」 

８． ゲスト・ビジターから一言 

９． ＹＭＣＡニュース 橋本潤連絡主事 

１０．誕生祝い 桑野友子会長 

   島田保子、都筑泰子、吉岡淑子 

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／ａｓｈｉｙａ／ ＴＥＬ・ＦＡＸ：

 

“To acknow ledge  t he  du ty  t ha t  accompan i es  eve ry  r i gh t ”  
Ａｆｆ ｉ ｌ ｉ ａ ｔｅｄ ｗ ｉｔｈ  ｔｈｅ Iｎ ｔｅｒｎａｔ ｉｏｎａ ｌ  Assoc i a t i on  ｏｆ  Y ’s  Ｍｅｎ ’ｓC ｌｕｂｓ  

 
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 
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１2 月第１例会（クリスマス祝会）報告 

日 時： 2010 年１2 月 25 日（土） １８：００～２１：００ 

場 所： ホテル竹園芦屋 3 階 

司 会： 福原吉孝メン 

出席者： 飯田、田舍、井上、上野、柏原、加輪上、桑野、 

島田、都築、堤、羽太、福原、堀江、吉岡（１４メン）、 

飯田、田舍、島田（３メネット） 

ゲスト： ２３名、 ビジター： ４２名、（総出席者：８２名） 

 

芦屋クラブの年末のビッグイベントのクリスマス祝会が、ホテル竹

園で開催されました。今年は上野メンのご尽力で多くのゲスト

を迎えることができ、総数８２名と盛会でした。 

最初に桑野会長より、出席

者への歓迎の挨拶と開会

点鐘、全員が起立してワイ

ズソングを元気に合唱し、ク

リスマス祝会が始まりました。

第１部の礼拝では、讃美歌

「もろびとこぞりて」、聖句朗

読（羽太メン）、祈祷（加輪上メン）に続き、山崎往夫牧師よ

り奨励のことばを頂きました。ヨハネの福音書の冒頭部を引用

され、命は光であり、主イエスの誕生は第２の創世記にあたる

ものといわれ、厳粛な気持に

なりました。讃美歌「あれの

のはてに」のろうそくを掲げて

の美しい女声合唱となり、

一気にクリスマスの雰囲気が

盛り上がってきました。第２

部のミュージック アワーにな

ると Jazz Staff の皆さまによる熱い演奏と各テーブルでビールな

どの飲物がふるまわれたため、皆様がリラックスされました。第３

部の会食・懇談は

恒例の神戸 YMCA

水野総主事の食前

感謝、武田会長の

乾杯で開始されまし

た。ワインやお酒を

楽しみながら、竹園

の美味な食事が配

られ、楽しい会話をしながらのリッチな気分を満喫しました。あ

ちこちで笑い声も聞こえ、皆様が楽しんでくださっていることが伝

わってきました。第４部

のダンス＆アトラクション

では、芦屋クラブの上

野メン井上メンが軽や

かなステップで柏原ウイ

メンと踊っておられまし

た。またアトラクションの

大野メン（神戸ポートク

ラブ）のギターと歌、それ

に鵜丹谷メン（神戸クラブ会長）も加わってのゲームになると、

各テーブルでは皆、子供に戻ったように楽しみ、笑いが止まらな

かったようです。特に島田メン・メネットがご友人の土井健司様

ご夫妻を囲み、本当に楽しくアテンドされているように見受けま

した。会場で集められた献金５万円余りが桑野会長より

YMCA 武田会長に贈

呈されました。フィナー

レでは大きな輪になっ

て「きよしこの夜」を歌

い、都筑副会長の閉

会挨拶、桑野会長の

閉会点鐘で名残り惜

しいながらもお開きとな

りました。今年は堤メンご寄贈のパールや馬路村の製品もあっ

という間に完売でした。いつもながら、井上クリスマス委員長の

周到な準備、福原メンの軽妙な司会で今年も楽しいクリスマ

スを迎えられたことに感謝し、また来年も良い一年となるように

祈りながら、報告を終ります。 

堀江哲次 

 

神戸ＹＭＣＡ国際協力街頭募金 

「ＹＭＣＡ国際協力募金は、世界各地の子供たちが平和に活

き活きと暮らすことが出きる社会をつくりだすための国際協力・

地域奉仕活動に用いられます」。今回の街頭募金はキックオ

フとして１２月１２日（日）１４時から１６時の２時間、神戸元町

大丸百貨店の正

面入り口前で行

われました。参加

者はＹＭＣＡのリ

ーダー、スタッフの

皆様方、六甲部

のワイズメンズクラ

ブのメン、メネット、

そして国際ボラン

テイアのメンバーの

全員で３０名が参加。芦屋クラブからは柏原ウイメン、井上が

参加しました。募金活動は国際協力募金の趣旨の載ったチラ

シの配布と募金への協力の呼びかけでした。当日は神戸ルミ

ナリエの最後の休日で大変な人出が予想され多くの人々の暖

かなご協力を期待しておりましたが、元町駅からの人の波は津

波のように我々の前を通り過ぎてしまいチラシを手渡すことすら

難しく、歩みを止めて募金をされる方の数は残念ながら予想

外に少なく、結果は、５万円を若干超える金額でした。募金

額は全額神戸ＹＭＣＡに委ねられます。改めて、募金して頂き

ました皆様に御礼を申し上げます。本当に有難うございました。

さて「神戸ＹＭＣＡでは１１月から２月までをＹＭＣＡ国際協力

募金の強化月間として、街頭募金を行っております」。芦屋ワ

イズとしても世界各地の子供のために、期間中クラブ独自に海

外協力募金活動を企画してはと思います。 

井上雅司 
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宝塚クラブ・クリスマス例会 

チャペル礼拝での透き通るような

歌声とフラダンスの活き々されたウ

ィメン・メネットさまが今も目に耳に

残っています。芦屋Ｘ‘Mas 例会

に１０人ものご参加、感謝です。

残念ですがご欠席の青柳メネット

さまとご一緒に。１２月８日、宝塚

ホテル、上野メン、柏原が出席。           柏原佳子 

 
神戸ポート・クリスマス例会 

12 月 9 日（木）、神戸ポートクラブのクリスマス会に柏原ウィメン

と上野が訪問しました。

恒例の特養ホーム「オリン

ピア」でのコンサートを終え

たクラブ員を、グリーンヒル

ホテル神戸で待ち受けて、

8 時過ぎからのクリスマス

会となりました。大野勉会長が得意のギターで伴奏し、きよし

この夜、笑顔とともに、神戸うまいもん巡り、など歌を楽しく歌い

ながら芦屋のクリスマス会のアピールをしてきました。上野恭男 

 
神戸西 YMCA・学園都市・クリスマス例会 

１２月１１日（土）１８時～２０時３０分。学園都市ワイズメンズ

クラブと西神戸ＹＭＣＡとの合同クリスマス会が開催されました。

参加者は西神戸ＹＭＣＡ職員、講師、リーダー（ＯＢ・ＯＧを

含む）、留学生、会員ボランテイア並びに学園都市ワイズメン

の総勢数十人。芦屋クラブから井上が参加。クリスマス会はチ

ャペルでの礼拝に始まり、司会より聖書「マタイによる福音書２

章１節から１８節の朗読があり、日本キリスト教教団西神美

賀多台教会の丹羽和子牧師から説話がありました。 

祝会は留学生の目標などが語られ、ゲームに興じ、楽しい交

流の場がもたれ予定された時間が瞬く間におとずれてしまいま

した。楽しいクリスマス会に参加させて頂き感謝。有志との２次

会を設けて頂き重ねて感謝。            井上雅司 

 

宝塚市民クリスマス・キャロルを歌う夕べ 

１２月１７日、宝塚ベガホール、午後７時より朗読と音楽でつ

づるクリスマス・みんなでクリスマスを祝おう・みんなでキャロルを

歌おう の３部構成。第１部は「クリスマス物語」の朗読を芦屋

クラブの羽太光子メネットが担当。素晴らしい腹話術の朗読に

聴きほれた。第２部はフラダンスやベル合奏など楽しい時間。

第３部のハレルヤ・コーラスは観客も舞台に上り共に歌ってクリ

スマスをお祝いした。羽太メネット、堀江が参加。 堀江哲次 

 
神戸西クラブ・クリスマス例会 

14 時からというクリスマス例会としては異例の時間でしたが、芦

屋クラブから柏原佳子ウィメン、井上雅司メン、それに上野が

参加しました。第 1 部の礼拝は、田中豁牧師の話で始まりま

したが、江戸末期に千石船で流されカナダ、アメリカ、英国、マ

カオと流転の人生を送った少年が、ヨハネ福音書をカタカナで

翻訳した話が興味

を引きました。続いて、

宴席となり野口会

長の軽妙な司会で、

俳句の断片をランダ

ムに組み合わせて競

うゲーム、ビンゴなど

で楽しい時間があっという間に過ぎ去りました。3 人はたくさんの

景品をゲットして、サイコー亭を後にしました。   上野恭男 

 
西宮クラブ・クリスマス例会 

西宮クラブのクリスマス例会は１２月１８日午後４時から９時ま

で例会、会食、ライブの三部構成でレストラン オーシャンビュ

ー須磨で安行六甲部長他ＹＭＣＡ、他クラブからの参加者を

含め３９名を集め和やかな雰囲気の裡に行われました。芦屋

クラブからは桑野会長、飯田六甲部ＣＳ主査と吉岡の三名が

参会。アピールタイムでは桑野会長から２５日の我がクラブクリ

スマスの案内も。ホッ

トな情報として次期

会 長 として濱 崎 建

一メンが決 まったと

紹介されました。連

日の忘年会等で疲

労気味の我々三名

は失礼乍ら二部を終えて辞去致しました。   吉岡浩一 
 

神戸クラブ・クリスマス例会 

子供のころから憧れだったレトロな洋館、神戸外国倶楽部で

の祝会でした。受け付けで未登録？！メネットさま方のスマー

トな采配はさすがに神戸っ子！と感謝です。１２月 2１日、 

桑野会長、上野メン、柏原が参加。        柏原佳子 

 

芦屋みどり作業所上原伊織さん工芸作品贈呈式 

12 月 9 日（木） 

12 時に、作者の上

原伊織さん（日展

15 回入選）及び桑

野会長他ワイズメン

バー、神戸新聞記者、が集まって、みどり作業所、大沢所長

以下利用者の方々に、上原さんの作品、“赫”の贈呈式をし

ました。作品を見るまでは、どんな作品なのか、ちょっぴり心配

しましたが、素晴らしい作品で安心しました。きっと今後利用

者の方々が観て励まされるに違いないと思いました。式が終了

後、渡辺メンの、ブルーミンメドーに皆で行き、美味しいランチを

いただきながら、しばし美術談義で盛り上がりました。 

参加者、桑野会長、柏原、上野、堤、羽太、飯田、渡辺、

加輪上メン                     加輪上敏彦 
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１２月第２例会・議事録 (抄) 

日 時： 2010 年１2 月 15 日（水）19：00～21：00 

場 所： ホテル竹園 ５F 会議室 

出席者： 飯田、井上、上野、柏原、桑野、堤、羽太、福原、

堀江、吉岡（1０名） 

 

報告・協議・確認事項 

１）今後の例会予定 

１月第１例会［１月１９日（水）］スピーカー堀江哲次メン 

２月第１例会［２月１６日（水）］TOF 例会 

３月、４月の例会にはゲスト・スピーカーとして畑 儀文氏

（音楽家）、東村具徳氏（かね徳社長）に交渉中。 

２）１１月度の会計報告が羽太会計よりあり、承認。 

３）クリスマス祝会の準備打合せ 

委員長の井上メンより現在の参加申し込み状況、当日の 

段取りなどを確認した。 

４）１２月の関係行事 

○六甲部他クラブのクリスマス会に芦屋クラブより出席。 

○１２月９日、みどり作業所へ上原伊織さんからの染色工

芸作品の贈呈式を行なった。 

○１２月１０日、六甲部会長主査会が開催され、桑野会

長と飯田 CS 主査が出席した。 

○12 月 17 日、神戸市民クリスマス於：神戸聖ミカエル教

会、芦屋クラブよりは協賛金￥１０，０００支出済み。 

５）２０１１年新春 YY フォーラム（神戸 YMCA１２５周年記念） 

１月８日（土） １３：００～１８：００  

芦屋クラブ参加予定者： 飯田、田舎、上野、柏原、 

加輪上、桑野、島田、羽太、福原、堀江メン 

６）留学生交流会 

２月２日（水）、ブルーミンメドーにて開催する。Y サ委員の

加輪上メンを中心に企画準備を進めていただく。 

７）芦屋クラブのトラクトを印刷するので、活用願いたい。 

８）神戸 YMCA１２５周年個人献金 

２０１１年１２月までに￥５，０００ ｘ ２年 の要請。 

１月の例会で再度アピールする。 

９）次期クラブ会長・六甲部役員 

芦屋クラブ次期会長には都筑省三メン、六甲部Ｙサ・ユー

ス主査には桑野友子ウィメンに決定。また、六甲部次々

期部長の人選については引き続き会長経験者にて検討す

る。 

羽太英樹 

 

 
 

橋本連絡主事 

◇秋のファミリープログラム、盛況 

11 月 21 日：西神戸ブランチ、ファミリープログラムが開催。 

11 月 23 日：三宮ブランチ、紅葉アートウォークラリーが開催。 

◇YMCA セミナー、開催 

11 月 27 日、賀川記念館において開催。 

◇クリスマス行事が、各地で開催 

◇ チャリティーワイン、開催 

12 月 3 日、35 名の方々が参加。 

◇街頭募金、多くのボランティアが集結 

12 月 12 日、神戸元町大丸前、国際協力募金の街頭募

金活動。「アジアの子どもたち」のための募金。 

◇訃報 

12 月 20 日、丹羽武夫さん（神戸ポートクラブ）が、天に召さ

れました。 

 

・今後の予定   
◇新年職員礼拝 

日 時：１月４日（火）午前９：００～１０：００ 

場 所：神戸 YMCA チャペル 

◇新春 YY フォーラム（創立 125 周年キックオフプログラム） 
日 時：１月８日（土）午後１：００～６：００ 

場 所：神戸 YMCA チャペル他 

◇財団法人理事会 

日 時：１月１９日（水）午後６：３０～８：３０ 

場 所：神戸 YMCA ４F サイコー亭 

◇財団法人理事会・評議員会 
日 時：２月２２日（火）午後６：３０～８：３０ 

場 所：神戸 YMCA ４Ｆ サイコー亭 

 
 
 
 
 

ＹＭＣＡニュース 

編集後記：明けましておめでとうございます。ブリテン編集
は半年がすぎました。バトンタッチを夢見て、後半をスタート
します。本年もよろしくお願いします。 

堀江哲次


