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今月の聖句 
「わたしが来たのは地上に平和をもたらすためだ、と思って

はならない。 平和ではなく、剣をもたらすために来たの

だ。」              マタイ福音書 １０：３４

９ 
Sept． 2012 

第 18４号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   長  島田 恒 

直前会長  都筑省三 

副 会 長  羽太英樹・堤 清   

書   記  桑野友子・福原吉孝  

会   計  羽太英樹  

監   事  田舍庸男 

連絡主事  藤田良祐 

六甲部   上野恭男（部長）・加輪上敏彦（事務局長） 

柏原佳子（書記）・桑野友子（会計） 

           

腹話術と私 

 羽太光子メネット 

「神は御心のままに あなたがたのうち
に働いて志を立てさせ、事を行なわせ
てくださるのです。」 

ピリピ ２章１３節 新改訳聖書 
神様の不思議な導きで、子供のいな
い私がロゴス腹話術春風イチロー師匠
の弟子になり、人形エコちゃんに出会い、
共に歩むことになりました。腹話術をし
ていると「どうして腹話術をするようにな
ったんですか？」って聞かれます。その
度考えるのですがどうして腹話術なの
か私にも分かりません。 

初めは教会学校の子ども達に聖書のお話をしたいと思っていま
した。しかし今、演技させて頂く場所はデーサービス・老人会・
地域のイベントと子ども達よりお年寄りに向けて演じる機会が
増えています。師匠 春風イチローの願い「腹話術を伝道に」
台本の中にみ言葉を入れ、なお笑っていただけるのを作るのは
本当に大変です。 
人形エコちゃんは人生のパートナー。一人では決して行けない
場所もエコちゃんとなら道が開かれます。夫々場所は違っても
毎回素敵な出会いが与えられ感謝です。ひとつひとつのご奉
仕を大切に楽しい笑いとみ言葉を伝える腹話術をめざし、新
たな歩みを始めたいと願っています。 

             ８月例会出席表          

ＢＦ切手    （累計）

   50ｇｍ  （50ｇｍ）

 

第１例会出席者 

メンバー   １４名

ビジター     名

ゲスト     １名

メネット     名 

合 計   １５名 

例会出席率 
出席者   １４名 
メｲｸｱップ 名 
合  計   １４名 
在籍者    １８名 
（内広義会員 １名） 

出席率  82．5 ％ 

ニコニコ    (累計) 

26,270 円  

（44,470 円）

主   題 
国際協会会長   「世を照らす光となろう」 

Philip Mathai（インド）    “Be the light of the world” 
アジア地域会長   「歳月 Y's をワイズ(賢者) にする」

Oliver Wu（台湾）      “Years bring wisdom” 
西日本区理事     「先頭に立ってワイズの光を輝かそう 

成瀬 晃三           クラブで、地域で、国際社会で」
        “Let Y'smen Light Shine before Others, 

in the club, in the community, in the world” 
六甲部部長       「柔軟な創造で愚直に積極的な 

上野 恭男           ワイズライフを楽しもう」 
        ‘With the heart filled with creative evolution. 

 Let us enjoy Y’s life. Faithfully and constructively !’

芦屋クラブ会長     「奉仕する共同体」 
島田 恒      ‘Serving Community with YMCA’ 

９月第１例会プログラム 

と き：  ２０１２年９月１９日(水) 19：00～21：00 

と こ ろ：  ホテル竹園芦屋 ３F 

司 会：  桑野友子    

受  付：  羽太英樹メン・井上雅司 

１．開会点鐘  島田 恒会長 

２．クラブソング斉唱  一同 

３．聖書朗読  羽太英樹メン 

４．ゲスト・ビジター紹介 

５．五十嵐政二メン・かほるメネット転会式 

     立会い＝上野六甲部部長 

６．食前感謝 五十嵐政二メン

７．食事・歓談 

８．ゲストスピーチ          土井健司氏 

 「キリスト教は戦争好きか」 

９． 1）第２例会議事録の承認 島田 恒会長 

2）事業委員報告・その他 各委員＆メンバー 

10．ＹＭＣＡニュース          藤田良祐連絡主事 

1１．ニコニコ献金報告       福原吉孝メン  

12．誕生祝い          島田 恒会長 

         井上雅司 

13．閉会点鐘 島田 恒会長 

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 ： Hisashi Shimada  〒659-0093  3-13, Sendo-cho, Ashiya, Hyogo, JAPAN 
Mail ： freedomism@nifty.com   Phone ：  0797-38-4936   
URL ： http://www.kobeymca.org/kobe_ymca/ys/ashiya.html  

ＴＨＥ Ｙ’Ｓ ＭＥＮ’Ｓ ＣＬＵＢ ＯＦ ＡＳＨＩＹＡ 

Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ａｐｒｉｌ 11．1998

羽太メネットとエコちゃん
西日本区大会のメネット
アワーで腹話術を演じ、
皆さんに感動を与えられ
ました     （編集部） 
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８月第１例会報告 

柏原佳子 

と き： 2012 年 8 月 15 日（水）19 時～21 時 

場所： ホテル竹園 

出席者： 井上・上野・柏原・加輪上・桑野・島田・都筑・

堤・羽太・福原・藤田・藤川・堀江・渡辺（各メン・ウィメン） 

ゲスト： 岡本威氏（芦屋市副市長）  

島田会長の開会点鐘で定刻に開催されました。羽太ワイズの

選ばれた聖句は、詩編３４：１３～１５、天国に召された御母

上様を偲ばせていただき全員で黙祷を捧げました。五十嵐ワ

イズの転会式が９月例会に延期され喜びは持ち越されました。

藤田連絡主事からシアトル（ＹＭＣＡ行事）旅行の報告がなさ

れ、美味なチョコレートのお土産をいただき和やかな雰囲気が

広がりました。ゲストスピ－カに都筑直前会長ご紹介の芦屋

市副市長をお迎えし

「芦屋市の財政状況と

今後の課題」と題して

講演していただきました。

本日は１５名中の１１

名が芦屋市在住という

こともあって質疑応答

も活発になされ盛り上

がりました。 

続けて第２例会議事録は拍手で承認されました。ブリテン掲

載は紙面上省略されていますが、第２例会で会長を中心とし

話し合われた今回の議事録を直後に芦屋メールで出してくだ

さった堀江メンにあらためて感謝をいたします。六甲部事務局

長加輪上メンから「歌の対抗戦」について説明がなされほぼ決

まったようで執行部としてはホストクラブも頑張ってほしいと祈る

ばかりです。本日のニコニコ献金は副市長様からもご協力いた

だき予定通り九州阿蘇ＹＭＣＡ水害基金」に献金されます。

最後に島田会長は「第１例会は会員の義務ではあるが都合

により欠席の場合はメークアップを心がけてほしい」と語られまし

た。渡辺ウィメンから、芦屋クラブの仲間として、スポンサーだけ

に任せず欠席のメンバーにもっと働きかけてほしいと暖かなメッセ

ージがありました。島田会長を中心にすぐ目の前にあるホストク

ラブでもある部会、１５周年を迎えるこの芦屋クラブが”美しくも

熱く燃え”る未来が感じられた例会でした。                       

部長公式訪問を終えて 

六甲部書記 柏原佳子 

７月１０日の神戸クラブから始まり、８月１７日の西宮クラブを

最後に、上野六甲部部長、桑野会計と柏原の３人で８クラブ

全てを訪問させていただきました。部長は成瀬理事の方針を

受けて活動指針を話され、西日本区の一体化を進めました。

クラブのプログラムに添った時間配分の中で、常に飯田義雄ワ

イズのこよなく愛された「ハチドリの一滴」の物語を通して、地球

温暖化に何かできることをしようと訴えました。朗読で協力でき

たことを感謝いたします。 
 
７月１０日（火）神戸クラブ 

進藤会長とＥＭＣ主査鵜丹谷ワイズのコラボレーションが伝統

に新鮮さをプラス！ 

７月１１日（水）宝塚クラブ 

豊中クラブから移籍

された小島ワイズお

久しぶりです。 

ハッピー・バースデイ

は石田主任のウクレ

レの伴奏で！ 

 

 

 

 

７月１７日（火） 

神戸西クラブ  

メネットさまの心くばり

のせいかアットホーム

な雰囲気で！ 

 

７月１８日（水） 

芦屋クラブ   

部長立ち合いで会長交代式を行いました。メンバー増強に期

待が！ 

７月１９日（木）神戸学園都市クラブ 

ＹＭＣＡにワイズルームがあり、素晴らしと思います。例会後に

はメンバーで酒屋さんでの和気あいあいのご接待に感謝！ 
 
８月４日（土）さんだクラブ 

プチレストランでの

会食、女性会長

のきめ細やかな配

慮 が！安 行 さま

のお寺でフルート

と花火観賞！ 

遠くても暑くてもこ

の夏、最高のプレ

ゼント！ 
 
８月９日（木）神戸ポートクラブ 

チャーターメンバーの廣島義雄ワイズ（京都Ｃ）を招かれ、クラブ

設立時の話を聞きました。古き良き懐かしいワイズの香りがふ

んだんに！その中で若いカップルの誕生！おめでとうございま

す。 

８月１７日（金）西宮クラブ 

「クラブメンバー

をもっと知ろう」

のグループディ

ス カ シ ョ ン の お

仲 間 に 入 り 、

素敵でした。 

東日本大震災

へ応援団第２

弾の支援体制

に感動！ 
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西宮クラブによる東日本震災支援 

                             羽太英樹 

西宮クラブでは９月１から４日まで、７名で被災地の宮古と盛

岡を訪問された。 第２回目の訪問と言う。 西宮クラブの働

きには頭が下がる。今回の訪問目的は、支援されている宮古

の作業所ネットワークを訪問し、今後の活動の情報交換する

ことと、盛岡のボランティアセンター訪問とのことであった。 この

訪問団が芦屋クラブのＤＢＣもりおかワイズとも交流を持たれる

とのことであったので、第２例会でこの訪問団に芦屋クラブから

もりおかクラブの震災支援活動のために５万円を託することと

決めていた。 この７人の訪問団は９月１日早朝６時４０分に

西宮ＹＭＣＡから車で出発するので、見送りに芦屋クラブからも

参加しようと上野メンよりメールが届いた。 年齢のせいで早起

きは苦にならないので参加しようとしたがあいにくの雨模様。小

降りなので自転車で駆け付けるが、到着する頃には空は雷と

豪雨に豹変・・・そんな中、頑張って！との声と拍手で宮古へ

向かう西宮クラブの訪問団の車を見送った。 芦屋クラブから

は上野メン、桑野ウィメン、柏原ウィメンとわたしが見送った。 

東日本震災地訪問                        

島田 恒 

8 月 24 日から 3 日間、震災地を訪ねて仙台から気仙沼まで

を旅した。ツナミに洗われきった雑草生い茂る広大な平地、頑

丈だったと思われる建物の残骸、積み上げられた瓦礫・・、自

分にとっては、終戦直後、阪神大震災に続く光景であった。目

に見えるものは失わ

れ、「絆」で代表され

る目に見えない大切

なものは育つのであ

ろうか。マスコミの報

道は縮小し、震災

は風化していくので

あろうか。コントロー

ル で き な い 放 射 能

災害がマスコミの対

象になっていくのであ

ろうか。 

仙台 YMCA では光

永総主事他と、教団エマオセンターでは片岡牧師（会津若松

教会、ゴスペルでも活躍）と新井事務職員に状況をお聞きし

交流することができた。共に多くのボランティアとともに活動して

おり、エマオでは夏休み中もあって 80 人（多くのインドからのボラ

ンティア含む）が

泥 だ ら け で 奮

闘していた。石

巻 YMCA ボラ

ンティアセンター

（肉屋さんの２

階借り受け）で

も若 いスタッフ

が元気に活動

を紹介してくれ

た 。 行 政 ・ 企

業・NPO の協働が一層期待される現地である。 

巡回バスはワイズ東日本区仕立てで、総勢 28 人（現地の支

援拠点となっている仙台地区ワイズ 3 名含む）であった。西日

本区から参加者として、皆さまに大変歓迎をいただいた。宮古

に芦屋クラブが提供した大型冷蔵庫はフルに活用されていると

のこと、うれしい情報であった。民間から社会に貢献するワイズ

として、ミッションの実践と仲間としての交流の重みを感じさせら

れるツアーであった。 

2012 シアトル エクスチェンジ プログラム 

                   神戸ＹＭＣＡ 藤田 良祐 

この夏、神戸ＹＭＣＡ－シアトルＹＭＣＡユースエクスチェンジプ

ログラムの引率として、シアトルへ行く機会を与えて頂きました。

シアトルはアメリカ太平洋岸北西部地域の最大の都市で、関

西国際空港から直行便で約１０時間の距離です。夏でも日

陰にいると涼しいと感じることができ、日本の５月頃に似た気候

です。冬はあまり寒く

はならないが、雨が

多いので、冬にシア

トルを訪れるのはあ

まりお勧めでないとい

う話しを現地の方か

ら聞きました。 

神戸市とシアトル市

は姉妹都市提携を

結んでおり、港町としてよく似た街並みが広がり、ICHIRO が以

前所属していたシアトル・マリナーズや、スターバックスコーヒーの

本社・１号店があること、ボーイング社やマイクロソフトなど世界

の大企業発祥の地として有名です。 

このような大都市でありながらも、シアトルに暮らす人々は「自

然と共に生きている」という印象を受けました。週末ともなれば

老若男女を問わず、大勢の人々が海や山へ出かけたり、サマ

ータイムには午後９時頃まで明るいので、近隣の人たちと一緒

に夕食を庭でとったり、兎に角、家の中よりも外で過ごす時間

が長いのです。外

で過ごしやすい気

候もあってのことだ

と思いますが、海

の向こう側にある

雄大なオリンピック

山脈に沈む夕日

を見ながら食べた

ハンバーガーの味

は忘れません。 

（写真は、ホストファミリー宅のテラスから見たオリンピック山脈に

沈む夕日です。） 

近隣の人々と気さくに繋がりを持ち、自然の中に身を置いて過

ごすことは、とても心豊かな時間でした。そんな心豊かな時間を、

遠く離れた異国に暮らすシアトルの人々と共有できたことは、プ

ログラムに参加した子どもたちにとってもかけがえのないものにな

ったと確信しています。シアトルの自然、我々を温かく迎えてく

れた人々に心から感謝しています。またいつの日か必ず、シアト

ルの地を訪れたいと思っています。皆さまも、ご旅行を計画され

る際は、候補地にシアトルを加えてはいかがでしょうか。 

「 南三陸町防災対策庁舎」 
周りは全部流され、ここで高台避難を叫ん
だ女子職員も亡くなった 

「地元から商店の復興市場」 

多くは仮設住宅に避難しつつ復興に当たる 



 
 

- 4 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２例会・議事録 

場 所： 芦屋市民センター ３０４号室 

日 時： ８月２２日(水) １９：００～２１：００ 

出席者： 島田、柏原、桑野、上野、都筑、羽太、福原(各

メン・ウィメン)＆藤田連絡主事 （敬称略） 

報告・協議・確認 

◇２０１２－１３ 芦屋クラブ 第１例会                                           

１０月第１例会：１０月１７日（水） 福岡芦屋市教育長 

「芦屋市の教育」 

１１月第１例会：１１月２１日（水） 藤川晃成メン 

「健康講座」 

１２月第１例会：１２月２３日（日） クリスマス祝会 

   １月第１例会： １月１６日（水） メンバー‘ｓスピーチ 

        中野雅弘メンの「マイセン陶器」の希望があった 

  ※第１例会のドライバー新設の提案に対し、２０１３年２月

例会で次年度の課題として検討する事を決定 

 ◇六甲部部会９月８日（土）ホテル竹園 13：00～19：30 

  ホストクラブとしてメンバー全員で協力 

  「みんなで歌おう」報告は次号をお楽しみに！ 

◇九州北部豪雨災害緊急支援募金 
８月のニコニコ献金 26,270 円を神戸ＹＭＣＡを通じて送金 

◇１５周年記念例会実行委員会報告  

前回から大きな変化はない旨、島田会長より報告  

◇７月度会計報告 

◇じゃがいもファンド      ファンド委員： 桑野・堤・福原 

  「十勝のじゃがいも」＆「インカのめざめ」   

今年度、受注拡大を目指し、会員各位に大いに協力をお

願いしたいとの意見があった。十勝のジャガイモは１０月１２

日に西宮クラブ濱宅に到着、「インカのめざめ」については、

受注開始日、価格を調査して報告する事となった 

◇誕生日の記念品復活の要望 
  ２０１３年１月より再開。誕生日祝いとしてケーキとローソク  
  はどうか？ご意見を伺います   
                         福原吉孝（書記） 

                                 
 
 

藤田良祐YMCA連絡主事 

◇シアトル YMCA との交流プログラム実施 

シアトル YMCA とは４５年以上に及ぶ交流の歴史があり、

今夏も高校生の交換プログラムが実施されました。 

シアトルからは７月１７日（金）から３１日（火）に、中高生９

名と引率者２名が来神し、ホームステイや余島キャンプ、京

都、広島訪問など日本探訪を行いました。日本語の夏期

集中コースにもシアトル YMCA から１１名の学生と教員が来

神し、１ヶ月の日本語研修を終えました。また、シアトルＹＭ

ＣＡのスタッフでキャンプや青少年活動担当者の神戸ＹＭＣ

Ａ研修を受け入れました。 

一方、神戸からも７月３０日（月）から８月１０日（金）で、中

高生１５名と引率者２名がシアトルを訪問しました。シアトル

でも現地の人々との交流を通して、国際感覚を身に付けた

若者に育つきっかけになるようなすばらしい体験が得られたも

のと確信しています。 

 ◇夏期プログラム、順調に実施！ 

キャンプや講習会、サマースクールなどの夏期プログラムが終

了しました。今夏は通常のキャンプに加え、東日本大震災

支援活動として計画されたボランティアバスの宮城県派遣

や福島の子どもたちを招いての三菱商事ダイヤモンドキャン

プも行なわれました。また、長期少年キャンプを中心とした余

島主催キャンプには特に多くの子どもたちを受け入れること

ができました。 

その他、ブランチ主催キャンプ、各スポーツの全国大会、水

泳講習会、鉄棒跳び箱講習会、専門学校の実習やサマ

ースクールなど、予定されたプログラムが無事終了しました。 

今後の予定    

◇ 秋のバザー・カーニバル 

各ブランチ・センターのバザーが下記のように行われます。お

出かけください。 

西宮 YMCA カーニバル  １０月２１日（日） 

三宮 YMCA 国際バザー  １０月２１日（日） 

西神戸 YMCA 幼稚園バザー １０月２７日（土） 

学園都市 YMCA わいわい祭り    １０月２８日（日） 

◇ 第２７回チャリティーゴルフ 

27 回目のチャリティーゴルフが会員活動委員会の実行委員

会で準備されています。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３０日（火） 

場 所： オリムピックゴルフ倶楽部（三木市細川町） 

参加費： 20,000 円（予定） 

 

                                

ＹＭＣＡニュース 

編集後記： 暦の上では処暑も過ぎもうすぐ白露、流石に

ミンミン蝉の大合唱は聞かれなくなりました。日中はまだまだ

暑いですが、朝晩は一寸凌ぎやすくなりました。政治や経

済はいろいろ厳しいですが、これからの季節、美味しいもの

を頂きスポーツや芸術を楽しみましょう。 編集 桑野友子 

今月のゲストスピーチ 

演題 「キリスト教は戦争好きか」 

土井健司氏 

京都大学大学院にて文学博士取得 

現在、関西学院大学神学部教授 

古代キリスト教思想の研究と共に現代社会の問題にキリ

スト教的な観点から発言、著書に｢神認識とエペクタシ

ス｣「キリスト教を問いなおす」他多数 

六甲部の９月の行事 
◇六甲部部会＆メネットアワー 

とき：  ９月８日（土） １１：３０～１９：３０ 
ところ： ホテル竹園芦屋 

◇広報会議 
とき：  ９月２０日（木） 
ところ： 神戸ＹＭＣＡ ４Ｆ会議室 


