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少ししか蒔かない者は、少ししか刈り取らず、豊かに蒔く者は、

豊かに刈り取ることになる。神はあなたがたにあらゆる恵みを豊

かに与え、あなたがたを常にすべてのことに満ち足らせすべての

良いわざに富ませる力のあるかたなのである。     

＜コリント第２ ９：６ ９：８＞ 

 

会   長  羽太英樹 

直前会長  島田 恒 

副 会 長   福原吉孝 ・堤 清   

書   記  柏原佳子・ 堀江哲次 

会   計  桑野友子 

監   事  田舍庸男 

連絡主事  藤田良祐 

六 甲 部 五十嵐かほる（メネット主査） 

 

いざ立て、２０年をめざして 

13-14年度会長 羽太英樹 

島田会長の後を引き継いで大役を引き受

けることとなりました。よろしくお願いいたしま

す。 

歴代の会長がそれぞれ素晴らしい活動を

引っ張ってこられた１５年の歴史を思うとそ

の責任を感じる次第です。直前会長が企画されたグルーベル

関西学院院長を招いての「１５周年記念講演会」では多くの

方々がお見えになりワイズに関心を示される方も多く、元気を

いただきました。次の２０周年の節目に向かう最初の一年目と

してパワーアップ、メンバー増強を目指したいとの願いを込めて

「いざ立て、２０年をめざして」との主題を立てました。聖書の言

葉に「・・・惜しんでわずかしか種を蒔かない者は、刈入れもわ

ずかで、惜しまず豊かに蒔く人は、刈入れも豊かなのです」とい

う箇所があります。この言葉を肝に銘じて、豊かな収穫を目指

しみなさま共々精一杯頑張りたいと願うものです。 ７月はキッ

ク・オフの月であり、また会員増強と意識高揚（ＥＭＣ－Ｃ）の

強調月間とされています。 芦屋クラブではこの一年を通じて

「楽しい例会」を心がけ、ＥＭＣを意識しつつ新しい会員をお

招きしたい。 

 

             ６月例会出席表 

 
ＢＦ切手     
累計        

第１例会出席者 

メンバー  13 名 
ビジター   名 
ゲスト   ６名 
メネット  ３名 
合 計  22 名 

例会出席率 
出席者   14 名 
メイクアップ  １名 
合  計   15 名 
在籍者   17 名 
（内広義会員１名） 
出席率  82､4％ 

 
ニコニコ  27,625 円
累計  167,439 円

主   題 

◇国際協会会長 Poul Ｖ Thomsen 

全ての世界に出て行こう  Go Ye into All The World: 

◇アジア地域会長 岡野泰和 
 未来を始めよう、今すぐに Ｓｔart Futur Now 

◇西日本区理事 高瀬稔彦 
志をもって例会に参加し、学びの機会を持ちましょう。 
Attend Club Meetings With a clear motive the most of 
them. 

◇六甲部部長 山田滋己 
さらなる交流 さらなる国際 さらに活発な六甲部へ  
More further interactive & international and we move the 
Rokko Distorict move active  

◇芦屋クラブ会長 羽太英樹 
いざ立て、20 年をめざして    

７月第１例会プログラム 

と き： ２０１３年７月１７日(水) 19：00～21：00 

と こ ろ： 芦屋市民会館２０３号室(敬称略)  

司 会：    田舎庸男           

受 付：    桑野友子・五十嵐政二 

１．開会点鐘         羽太英樹会長 

２．クラブソング斉唱   一同 

３．聖書朗読         羽太英樹 

４．ゲスト・ビジター紹介 田舎庸男 

５・会長交代式             上野恭男 

５．食前感謝            五十嵐かほる        

６．食事・歓談 

７．会長挨拶              羽太英樹会長 

８．各事業委員方針          全員 

９． 1） 第２例会議事録の承認  羽太英樹会長 

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   

12．誕生祝い  

13．閉会点鐘         羽太英樹会長 

“To acknow ledge  t he  du ty  t ha t  accompan i es  eve ry  r i gh t ”  
A f f i l i a t ed  w i t h  the  I n t e r na t i o na l  Assoc i a t i o n  o f  Y ’s  Men ’s  C ｌｕｂｓ

ＴＨＥ Ｙ’Ｓ ＭＥＮ’Ｓ ＣＬＵＢ ＯＦ ＡＳＨＩＹＡ 

Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ａｐｒｉｌ 11．1998

 
Address ： Hideki Hafuto 〒659-0023  11-13 hama-cho Ashiya Hyougo.JAPAN 
Mail ： hafuto@kobe.zaq.jp Tel  0797-31-8829  
URL ： http://www.kobeymca.org/kobe_ymca/ys/ashiya.html  
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６月第１例会報告 

日  時： ６月19日（水）19時～21時 

場  所： ホテル竹園芦屋 ３階 

司  会： 上野恭男              （敬称略） 

出席者： 五十嵐政二 上野恭男 大澤昌子 柏原佳子 

桑野友子 権甲植 島田恒 保子 都筑省三 

堤 清 羽太英樹 光子 福原吉孝 藤川晃成 

堀江哲次 藤田良祐連絡主事 

ゲスト：  飯田ふみ子 井上雅司 坂東幸子 篠坂幸彦 

畠中由圭 神野啓子 

2012-13年、島田会長最後の例会は、15周年記念講演会

に参加された方が4名、元会員の井上雅司氏、飯田ふみ子さ

まの参加をいただき開催されました。 

羽太ワイズの聖書朗読と解説の後、ゲストの紹介がありました。

次に、恒例の緑作業所への「みどり基金」が島田会長から大

澤昌子メネットに贈呈されまし

た。 

都築ワイズの食前感謝祈祷の

あと会食歓談となり、懐かしい

井上雅司氏と話が弾みます。

飯田ふみ子さんも久しぶりで

す。 

今月は12-13期ノ最後の例会

なので本来は1年を顧みて、反

省会的な会になる予定でした

が、15周年記念講演会の参

加者に参加していただくために、

島田会長の「アベノミクスの可能性と問題」と題した講演を30

分ほど含むプログラムになりました。 

東京都議選に圧勝した自民党阿部総理が掲げる「アベノミク

ス：によって日本経済がどう変わるのか、大変興味深く拝聴い

たしました。 

質問もあってとてもいい時間が過ぎていきました。 

会長報告になり、第２例会の議事録が承認され、事業委員

の報告では、柏原交流委員から6月7日（金）から9日までの東

日本区大会への参加、東日本大震災の被災地訪問の報告

がありました。また、ＤＢＣもりおかクラブとの交流をしたことが報

告されました。 

ＹＭＣＡ報告が藤田連絡主事からあり、誕生祝いは上野ワイ

ズと、桑野ウィメンでした。 

今季最後の点鐘が島田会長により鳴らされて会は定刻9時

に閉会しました。 

文責 上野恭男 

 

 

 

 

忘れてたまるか 3･11 あの時の絆を 

桑野、柏原、上野の3名は、掲題の標語を掲げた第16回東

日本区大会参加のため、6月8日昼前に花巻空港に到着。

大会会場花巻温泉・ホテル千秋閣に向かいました。 

参加者は450名ほどで、ホストクラブの古澤会長はじめ、大関

実行委員長、司会は井上修三ワイズ、長岡ワイズが大活躍。

大会は厳粛な雰囲気の中

に活気のあるものでした。 

「折りづるランナー」大野勉ワ

イズも登壇し、折りづるランの

命名者が柏原ウイメンである

ことを紹介され、思わず柏原

ウィメンも立ち上がり一礼しま

した。 

晩餐会は「さんさ踊り」で賑やかに楽しみました。  上野恭男 

東日本区大会と、ＤＢＣもりおかクラブとの交流 

大会後、被災地後を視察しました。楽しい場所に向かうので

はないので、気分が悪くなりそうでした。バスガイドさんの説明で

右や左を見ますが、その景色は整地され何もありません。映像

でなんども見た１本松はやせてひょろ長く、取り残された壊れた

校舎を前に悲しい気分にな

りました。大きな漁船が自動

車を押しつぶして横たわり、

目の当たりにした時は無念の

涙が溢れました。 

花巻温泉のホテルに戻ると、

なんと、もりおかクラブの皆さ

まが金屏風を設えたＤＢＣのお席を用意して待っていてくださっ

たのです。大会準備に死ぬほど忙しいと短く書かれたメール、

会場での緊張されたお姿を拝見していただけに、心温まる優し

い感動が胸に広がるＤＢＣ交流でした。ありがとうございました。 

                      交流委員 柏原佳子 

枝垂れ桂を求めて 

大会の翌日、4名（上野メン・柏原・桑野両ウィメン・神戸ポー

トの小田メン）はレンタカーで花巻温泉ホテルを出発。まずは遠

野市の千葉家南部曲り家へ、これは今から200年程前に建

築された南部藩特有の豪壮な民家で国の重要文化財にも

指定されている。 

次は長岡メン推奨の枝垂れ桂群を求めて大迫へ、やっとのこ

とで見つけた枝垂れ桂は流石に長岡メンが自慢するだけあって

群と云うのに相応しい堂々としたものであった。皆で記念の写

真を撮り、そろそろ空腹も覚えたので盛岡市に向けて北上、こ

こで念願の「わんこそば」をこれも長岡メンお勧めのお店で頂い

た。ここは副菜も美味しく、給仕の女性の「はい！まだまだ！」

の声につられて碗を重ねる。記録は３２０椀を超えているとか、

小田メンは１００椀超、

上野メン54椀、柏原ウィ

メン３５椀、桑野は４０椀

と、皆お腹一杯。腹ごな

しに天然記念物の枝垂

れ桂をみて、今回の枝

垂れ桂とわんこそばの旅

を終えた。  桑野友子    

東日本区大会の報告 
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バナーセレモニーに汗しました 

ツルツルの能舞台で慣れない白足袋を滑らせ、クラブ旗を掲げ

て新理事と六甲部長が迎える舞台を進みました。ディナーと交

流もしっかり楽しみました。 

任期半ばで天に召された成瀬理事は、知己ではありませんで

したが、諸報告を

通しその人格と貢

献に涙するものが

ありました。飯田

ワイズのことが重

なり合います。走

るべき馳場を走り

ぬかれた歩みを思

います。高瀬新

理事は 40 台前半、若さ溢れるパワーに大いに期待を感じる

大会でした。 

会長 島田 恒 

ワイズの輝き、 和
ナゴヤ

や・から 

名古屋能楽堂とウェスティン・ナゴヤで開催された第１６回西

日本区大会にはオープニング・セレモニーから夫婦そろって参加

した。 例年通り、周到な準備と運営に今回も元気なワイズ

に敬意を表したい。 芦屋ワイズからは１０名が参加し、上野

六甲部部長による部長報告を盛り立てることができた。 能楽

堂での「狂言」は初めての経験。懇親会、フェローシップ・アワー

ではＤＢＣ交流が出来て感謝。 二日目は失礼して、名古屋

郊 外 の 知 り 合 い の 教 会 の 礼 拝 に 出 席 し た 。              

羽太英樹・光子 

ミッションは懇親から生まれる 

ＹＭＣＡをサポートするのはワイズのミッションであります。大会2

日目に高瀬次期理事が高らかに活動方針の根本が懇親で

あることを宣言し、会場の拍手が鳴りやまなかったとき、楽しく

なければワイズじゃない！を思い出しました。故飯田ワイズの口

癖でもあり、上野が六甲部部長代役を受けて実行したことも

将にこれでした。人を好きになれば和が広がりますよ・・・・・。 

上野恭男 

島田ｊ会長ご立派でした！ 

能楽堂を選ばれた故成瀬理事の想いが強く伝わってきました。

部旗、クラブバナーを持たれた皆様のお顔が輝いて見えました。

西日本区大会は大会の為に理事キャビネットやホストクラブが

動いているのではなく私たちワイズメン・メネットに１年１度、絆

を深め親睦を温める場所を設定しています。今年は芦屋クラ

ブからも多く参加があり１年間お疲れ様の気持ちが部長・会

長に伝わったと思います。フェローシップアワーでもりおかクラブの

４人と熊本みなみ桑原会長と大きくテーブルの輪を囲み会長

を孤独にしないことがクラブ運営の大切な一つだと改めて思い

ました。                  交流委員 柏原佳子 

チャリティゴルフ大会 

柏原ウィメン運転の車で上野メンと3名、朝5時の出発、道中

は快適で現地に8時30分に到着しました。天気予報は雨、で

も実際は小雨程度で、「雨だから」の言い訳も出来ず、結果

は？・・・。前夜祭での成績発表で当然最下位を覚悟してい

たのに、なんと最下位の発表に別の女性の名がコールされ、柏

原ウィメンと思わず握手、ブービーと飛び賞の25位(参加者は

27名)を柏原ウィメンと分けあいました。チャリティはロールバック

マラリアへ献金されました。              桑野友子 

メネットアワーに参加しました 

満員の会場は整然とした雰囲気で、来賓席をはじめ男性の

姿もちらほらとみえ、これから始まる式典への緊張感と期待感

が漲っていました。心のケアーをテーマとしてこられた野村主任

の穏やかな言葉で始まり、赤白青のキャンドルを灯しての引き

継ぎ式、新主任の「メンもメネットもともに感動を分かち合える

事業にしたい」というスピーチ、来賓のお言葉からもメン、メネッ

ト、ユース全員の恊働の力を感じる感動の１時間半でした。 

五十嵐かほる 

西日本区大会に参加して、 

今回、西日本区大会に参加し、中々面白く楽しむことが出来

た。名古屋城のすぐそばにある能楽堂で各部の活動状況の

発表、表彰式も満員の参加者で熱気があり、大いに盛り上が

った。イベントでは能楽堂での狂言が演じられ、笑いの中に古

典の楽しさを味わうことが出来た。また、次の日、朝の礼拝に

参加したが、心が洗われるような、いいお話が聞く事が出来、

貴重な経験であった。参加者に配慮された開催に大いに感

謝しておきたい。                    福原吉孝     

第１６回西日本区大会に参加して 

６月２２日（土）の大会と

フェローシップアワーに参加

いたしました。今季の大会

では存じ上げている方が

他界されていたりしまして、

さみしく思うと共に後を支

える皆様のパワーに感動

した大会でありました。今

年度急遽六甲部の部長をお務めになられた上野部長の部長

報告もとてもよかったです。お声もよくて。 

島田会長もお忙しい中、本当にご苦労様でした。色々お勉

強させて頂きましたが、ご期待に添えずこころ苦しく感じていま

す。今回は羽太メネットにご参加頂き本当に楽しい懇親会を

過ごさせて頂きました。               渡邊倫子 

有意義な２日間でした 

ホテルに入ってカーテンを開けたとたん目の前にお城の天守

閣が聳えていた。私は小学も中学も高校も卒業したのは

西日本区名古屋大会の報告 
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名古屋。でも高校卒業以来、名古屋はいつも素通り。街

が立派に復興しているのを見る機会もなかった。そんなこと

もあってワイズの西日本大会に出席しようと思った。そんな

不純な気持ちも幕内の相撲の土俵入りのようなバナーセレ

モニーでの固い握手を見るとお互いはライバルではなくみん

な仲間なんだという感を深くした。その後旧知の方、新しく

お会いした方と交わり有意義な2日間でした。  

五十嵐政二 

   

六甲部メネット主査報告 

＊六甲部メネットアワー 

９月７日 午後（六甲部会直前）於クリスタルホール 

＊きらりと輝くアート展 

９月 27 日～30 日 於 芦屋市民センター 

障害があるといわれている方達の素晴らしい個性の発表の

場、社会との交流の場となるようにと願っての事業です。今

期メネット主任の意向にそっておこないます。 

六甲部メネット主査 五十嵐かほる 

 

第２例会 議事録（抄） 

と き： 6月26日（水） 19時00分～21時00分 

ところ： 芦屋市民会館別館２１２号室 第２例会  

出席者：羽太、上野、都筑、島田、柏原、桑野，藤田、福

原（８名） 

議 案 

１）今後の第１例会予定 

7月例会（キックオフ例会） 7月17日（水）場所：市民会館

２０３号室 

会長・役員交代式・会長挨拶「会長方針」、各事業委員

方針・部主査報告を行う 

8月例会 8月21日（水）場所：竹園 六甲部長公式訪

問・挨拶 

スピーカーは権メン テーマ 「アジアのキリスト教と日本の

心」を予定 

9月18日（水）場所：竹園 スピーカー 五十嵐正二メン 

10月16日（水）場所：竹園 スピーカー 岡野泰和メン（ア

ジア地域会長）決定 

11月20日（水）場所：竹園 スピーカー 山崎佳夫メン（神

戸ポート）予定 

12月23日 (月・祝）場所：竹園 クリスマスス祝会 

２）4月記念講演会を契機に例会参加者がおられ６月例会の

成果など、講演会アンケートのフォローと新入会候補者に

ついて、ブリテン送付等フォローする 

３）東日本区大会と西日本区大会の参加者より報告がある 

東には上野、柏原、桑野。西は羽太夫妻・五十嵐夫妻・

島田・桑野・上野・柏原・福原・渡辺 

４）５月度会計報告（羽太会計）：承認さる 

５）加輪上ワイズ・中野ワイズの退会を了承 

６）六甲部メネット企画「きらりと輝くアート展」9月27日～30日 

於：芦屋市民会館 

五十嵐メネットより、進行状況報告ありクラブとして協力す

ることを決定。 

７）13-14年度六甲部の主な予定 

7月13日（土）第1回評議会・EMC研修会・8クラブ合同納

涼会：柏原書記まで〆５日 

9月7日（土）六甲部部会は神戸ポート25周年記念例会

と併催 

11月4日（月・祭）チャリティラン 

2014年1月11日（土）YYフォーラム 

2月8日（土）六甲部チャリティボウリング大会 

3月15日（土）第2回評議会＆事業研修会 

８）その他 

○ 第１例会の役割分担 ：事前に役割の連絡を徹底す

る。 

○ 誕生祝いの品：みどり作業所作成クッキーをプレゼント

する。 

○ 新入会予定者にオリエンテーションを７月例会前の時

間にレクチャーし、８月例会に入会式を行う        

文責 福原吉孝 

YMCAニュース 

1、三宮会館再開発と公益財団法人役員交代 

三宮会館再開発と灘への拠点開発について、JR灘駅周

辺で（仮称）灘ブランチの用地を確保できそうです。また、

同時に三宮会館土地も一部を売却し、残りの部分で新し

い三宮会館の建設と協働事業者の誘致のステップに移り

ます。現在の三宮会館を2014年3月末まで現状で活用し、

4月以降早い時期に灘周辺で新ブランチを開始予定です。

また、公益財団法人役員の交代があり、武田寿子理事

長が退任され、新たな理事長には中道基夫理事が、副

理事長に清水泰人理事が選ばれました。 

2．常議員会と定期総会、開催 

5月27日（月）に神戸キリスト教青年会の第1回常議員会

が開催され、会長交代が承認され、新会長に中道基夫さ

んが、副会長に清水泰人さんが就任されました。 

31日（金）には定期総会が開催され、約100名の会員を

集め、2012年度の報告と2013年度の方針などが承認され

ました。 

3．今後の予定    

1）ユースプラザKOBE・EASTフリーマーケット 

日 時：7月20日（土）11:00～16:00 

場 所：ユースプラザKOBE・EAST（御影クラッセ4F９） 

 

 編集後記 

町永昭五様の訃報を26日伺い、深い悲しみを覚えました。

10周年記念例会の頃は、お元気で何度関学会館にご一

緒に足を運んだことでしょう。あれから5年私は、走り続け

て・・今年はブリテン編集担当です。先生に感想文を頂け

ないのが寂しいです。 

どうぞ安らかにお眠りください。 平安 

                  ブリテン編集長 柏原佳子 

 


