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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） 

 

新会員歓迎 

会長 羽太英樹 
島田直前会長が企画され、去る４

月に芦屋ラポルテ・ホールにて行われ

たグルーベル関西学院院長を招いて

の「芦屋ワイズメンズクラブ１５周年記

念講演会」とミニ・コンサートでは多く

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。  

その後、数カ月の中に入会を希望される方々が例会に続け

て参加くださり、今８月例会にて六甲部長他役員の方々の

立会のもと、三名の仲間の入会式を執り行う運びとなりまし

た。 うれしいお知らせです。篠坂幸彦さん、坂東幸子さんと

畠中光成さんのお三方です。歴史のある国際的なワイズメ

ンズクラブです。私自身も分からないままに誘われて入会した

者のひとりです。助け合いながら楽しくやりましょう。心より歓

迎いたします。芦屋クラブでは今期の活動方針として『クラブ

創立２０周年に向けての５年の第一歩として、更なる「芦屋

カラー」を生かしてメンバー増強を目指して歩みたい』を掲げ

ています。７月から始まった新年度にさっそく仲間が加えられ

たことに感謝でいっぱいです。 

７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   0 名
ゲスト   5 名
メネット  4 名
合 計  22 名

例会出席率 
出席者   13 名 
メイクアップ  0 名 
合  計   13 名 
在籍者   16 名 
（内広義会員１名） 
出席率  86､7％ 

 
ニコニコ  12,700 円
累計  12,700 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    

８月第１例会プログラム 
と き：2013 年８月 21 日(水) 19：00～21：00 
ところ：ホテル竹園３Ｆ               (敬称略)  
司 会：島田 恒               
受 付：桑野友子・堤 清 
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 羽太英樹会長 
４．ゲスト・ビジター紹介 島田 恒 
５．新会員入会式 羽太英樹会長   
６．食事・歓談 
７．六甲部部長挨拶 山田慈己部長 
８．メンバーズスピーチ 権 甲植   

「韓国の教会と日本の中の韓国・朝鮮人」         
９．事業委員方針  各委員 
10．1）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 
11．ＹＭＣＡニュース 藤田良祐連絡主事 
12．ニコニコ献金報告 福原吉孝  
13．誕生祝い 堀江哲次メン、節子メネット 
14．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  

今月の聖句 

「隣り人を愛し、敵を憎め」と言われていたことは、あなたがた

の聞いているところである。しかし、わたしはあなたがたに言う。

敵を愛し、迫害する者のために祈れ。こうして、天にいますあ

なたがたの父の子となるためである。天の父は、悪い者の上に

も良い者の上にも、太陽をのぼらせ、正しい者にも正しくない

者にも、雨を降らしてくださるからである。 

 ＜マタイ福音書４：４３～４５＞ 
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７月第１例会報告 

日  時： ７月19日（水）19時～21時 

場  所： 芦屋市民センター 203号室 

司  会： 堤 清                 （敬称略） 

出席者： 五十嵐政二 かほる 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：  坂東幸子 篠坂幸彦 畠中由圭・ 

 

今期初めての例会は竹園ホテルの都合で市民センターに

於いて行われた。司会は田舎メンであったがけがをされ欠席

のため、急きょ堤が引き受けることになった 

例会はいつもと違う雰囲気で行われ、まず羽太新会長の開

会点鐘で始まりゲストも２回、３回出席の篠坂氏、坂東さ

ん、畑中さんをお迎

えして、又五十嵐メ

ン、メネットのお孫さ

ん２人も参加して賑

やかな例会となった 

上野メンにより会長

交代式があり島田

前会長から羽太新

会長にバトンタッチさ

れ羽太新会長のキックオフとなった。食事はバイキング式で

始まり多種多様の料理があり楽しい食事であった。会長の

あいさつで自己紹介があり、その中で驚いたことに会長には

英国紳士の血が流れている事を語られその中で会長の父

方のヒストリーを克明に記した本も示され歴史ある家系であ

ることも驚きであった。活動方針として２０周年に向けて芦

屋カラーを生かしてメンバー増強を目指して広報活動に力

を入れると同時に楽しい例会を目指したいと話された。結婚

される藤田連絡主事に芦屋クラブからお祝金が会長から渡

された、幸多かれと祈りたい。誕生日祝は今期からみどり作

業所の手作りのクッキーがプレントされることになった。 

時間の都合でゲストの方の一言をお願い出来なかった事が

心残りであった                  文責 堤 清 

 

六甲部第１回評議会の報告 

７月１３日(日)、２０１３－１４年度山田六甲部部長の最初

の公式行事である第１回評議会が開催されました。会場は

神戸大学海事科学部(深江キャンパス)、母校でもあり、海

を愛する山田部長の晴れの門出にふさわしい場所です。 

開会点鐘・ワイズソングに始まり、１２－１３年度上野六甲

部長の活動報告、会計報告と型どおりだが夫々に内容のあ

る議事が進行しました。１３－１４年度の山田部長は主題

を「さらなる交流、さらなる国際、さらに活発な六甲部へ」とし、

夫々の事業もより活発に充実したものにすべく、抱負と決意

を述べられました。 

２部のＥＭＣ研修会ではＥＭＣ事業主任為国光俊ワイズと

小野事業主査の下に活発なディスカッションが行われました。

如何にメンバーを増やすかはワイズメンズクラブの最大の課題

です。 

引き続いてアトラクション、ガラッと雰囲気を変えて漫才と漫

談。出演の２組は共に趣味が高じてかなりの年齢になってか

ら吉本に所属し、あちこちで演じているとの事、それなりに楽

しめました。 

さて、３部は３面ガラス張りの明るいロビーでのブッフェ会食。

グリーンヒルホテルのケイタリングで質・量とも十分、アルコール

もたっぷりで皆満足した様子。その後、恒例になった「皆で歌

おう」では得意の喉を披露、クラブ毎に楽しく声をはりあげまし

た。芦屋クラブからは羽太会長はじめ、上野、柏原、桑野、

島田、福原と五十嵐メネットの７名が参加しました。 

                           桑野友子 

町永先生ありがとうございました 

私が町永先生とお会いさせていただいたのは、関西学院時

代よりも、大学を卒業してから児童福祉施設に務めた後、

昭和６３年にみどり作業所を開設し、家内と二人の子供を

抱え、経済的に苦労し、朝は４時に起きて、新聞配達と牛

乳配達をしながら作業所を運営していた頃です。そのころの

作業所運営は苦しくて、補助金がない中で、場所を借りて、

自動車を購入し、作業所利用者に工賃（給料）を出さなけ

ればならず、やりくりは、火の車でした。 

作業所の作業以外にさくらまつり、夏祭り、秋祭りに出店し、

それ以外にも年に３回はバザーをして資金集めをしていまし

た。そのような時に、同じ芦屋で関学の先生をしておられると

いうことで先生の方から声をかけてくださり、沢山のバザー用

品を提供していただき、そのバザーに奥様が売り子のお手伝

いをして下さり、祭りの出店には、必ず来て下さり「大澤さん、

頑張ってくださいね」、と言って励ましてくれました。その時の

町永先生のメガネ越しの笑顔が私をいつも勇気づけてくれ

ました。 

それからも、社会福祉法人の取得、会計の処理、「紙風船

コンサート」、「ペギー葉山コンサート」の世話人など現在の

天国の町永ワイズを追悼して 
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社会福祉法人芦屋みどり福祉会の形成に多大な尽力し

てくださりました。町永先生のあの優しい笑顔とお心遣いは、

私の元気の源です。これからも、町永先生の声援を糧に芦

屋市の障害者福祉向上の為に頑張っていきたいと思ってい

ます。              芦屋みどり福祉作業所所長 

大沢二朗 

 

芦屋に一瞬帰ってこられた町永先生 

柏原佳子 

妙子夫人からのお手紙には「足腰の弱い私の身を案じて早

く天に入ってしまったのでしょう・・・と気丈に書かれていました。

妙子さまからの短い

１報、６月28日 13

時13分逝去・・、私

はその時間、芦屋

CC１7番ホールにい

ました。遠くグリーン

の傍の大 きな木 の

陰に人が掛けている

のが見えていました。

「さっきまで白い服の

人 が い ま し たよ ね 」

「そんな人はいなかったですよ」との会話をしたのです。芦屋を

こよなく愛された町永先生が「さようなら」を言ってくださったと

信じています。追悼をこめて、ある日の、町永先生とのメール

交換の１部を紹介させていただきます。（書体は原文のまま

です） 

 

柏原 佳子 様 

早速の返信メール嬉しく拝受。横浜に来て５年目、そろそろ

外野からのヤジも皆さんのお邪魔でしかなくなってきているの

ではないかと危惧していますが、柏原さんの何時に変わらぬ

暖かいメッセージを頂戴すると、昨今、これ以外に能のない

老骨、またパソコンに向いたくなります。 それにしてもサッチモ

のＣＤをプレゼントされたというゴルフのコーチ、素晴らしいです

ね。せいぜいリズミカルにクラブ（パターかな？）を振ってくださ

い。 

新春、近くの八王子（思いがけず横浜の我が家から八王子

が近いことを最近知りました）のオリンパスホールで、New 

Year Concert  2013 ,中村紘子のベートーベンのピアノ協奏

曲「皇帝」（秋山和慶指揮の東京フィル）、シュトラウスの「青

きドナウ」、ドボルザークの「新世界」を聴きます。体調は相変

わらずですが、寸暇を惜しんでいる感じです。 

藤田さんのYMCAニュースの特別講演会「いのちの輝き」、ホ

スピス医療の第一人者の先生のお話だとか、近ければ聴講

したいテーマです。小生らには。          町永 昭五                     

 

町永昭五先生の思い出 

・都筑 省三 

町永先生に初めてお会いしたのはみどり福祉作業所のチャリ

ティコンサートの準備会の時だったと思います。発起人として

中心的な役割をされていました。教え子のみどり作業所の大

沢所長を熱心に応援されていました。 ２回目にお会いした

のは新潟県の長岡市内のホテルの朝食の食堂でした。私は

たまたま先生と同じ町内に住んでいた同僚議員と一緒に食

事をしていたのですが二人でご挨拶に行きました。 

 先生はお兄さんとご一緒で「墓参りに来ている。長岡は故

郷なんだよ」と言われました。大変印象に残っています。先生

も覚えていて下さいました。 ３回目は芦屋クラブに加入した

時でした。町永先生はすぐ会長になられました。もう歳だから

何もできないよと言われながらも会長職をしっかり果たしてお

られました。妙子夫人もあたたかく応援されていました。クラブ

の皆さんの信頼と尊敬を集めておられました。会長を辞めら

れた後も芦屋クラブ１０周年事業の委員長として、関学会

館での記念例会を大成功に導かれました。  

また横浜へ転居されてからも芦屋クラブに温かい声援を送り

続けて頂きました。最後までさすが町永先生でした。有難う

ございました。 

 

町永昭五さんを追憶して 

上野恭男 

2通のメールのやり取りを通じてユーモアがあり、誠実なお人

柄の町永さんを偲びます。                         

町永昭五さま                 2013年1月⒒日 

新年のメッセージに引き続き、ブリテンの講評をいただき感謝

いたします。…中略… 芦屋クラブは８年前に柏原さんと桑

野さんが入ってくださり、再生したと思います。…中略…10周

年記念例会は町永委員長のもとに素晴らしい働きを皆がし

ました。その余韻を今も受け継いで芦屋クラブは歩んでいま

す。心からの感謝を町永さんに捧げたいと思います。 

                    上野恭男 

上野 恭男 様               2013年1月⒒日 

柏原さんに続き上野さんからの嬉しいメールを拝受 …中略

… 益々お元気にワイズ、ゴルフ、テニスと頑張っておられる

様子、おっしゃるように柏原、桑野姉妹を芦屋ワイズに迎え

たのはヒット（起死回生のホームラン？）でした。 

小生が会長の時、彼女ら入会前の鎌倉訪問も楽しかったと

記憶しています。お二人を軸に、芦屋ワイズの更なる成長・

発展を期待しています。それにしても、チャーターメンバーの田

舎さん、堤さんにも、とくに若い堤さんには頑張っていただきた

いと思います。                   町永 昭五 

 

2013年７月第２例会議事録（抄） 

と き：７月24日（水） 

ところ：芦屋市民会館本館205号室 

第２例会 19時00分～21時00分 

参加者：羽太会長、五十嵐かほる、上野、柏原、桑野、島

田、都筑、（各メン・メネット）藤田連絡主事 

議事 

・8月第１例会の前に新入会員オリエンテーション行う。 

今後の予定と例会スピーチ 

・9月18日（水）場所：竹園 五十嵐政二メン （主題未定） 

・10月16日（水）場所：竹園ゲストスピーチ岡野泰和メン 

08 年 10 月 28 日送別例会で
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・11月20日（水）場所：竹園 ゲストスピーチ山崎往夫メン 

・12月23日 (月・祝）場所：竹園 クリスマス祝会 

・2013－14年度予算を承認。 

・芦屋ワイズ15周年の神戸ＹＭＣＡへの献金を考えて予算

では20万円今期計上する。 

・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

は、芦屋クラブがホストクラブとして前面に出ることを承認。 

・クリスマス委員会は9月第2例会で決定する。 

・７月22日（月）チヤリティ・ラン（１１月４月祝日）決定。個

人献金3,000円は９月第１例会で一括で集金し送金す

る。 

13-14年度年末までの六甲部主な予定 

・9月7日（土）六甲部部会を開催 

・11月4日（月・祭）チャリティラン チヂミ出店と「みどり作業

所」への支援 

その他 

・ブリテン会議を18時～18時30分とし、第２例会は18時30

分～⒛時00分とする件を承認し、８月より施行する。 理

由は会議後の会食を芦屋クラブの懇親の場とし、多くの参

加者と意見交換の場としたい。8月第1例会で承認のうえ

施行する。 

・新入会員とともに勉強会（１泊研修会を含めて）を後期早

い時期に開催予定 

 

藤田良祐さん結婚式 

由緒ある舞子ホテル。バージンロードに入場する新婦千佳さ

んはニッコリ美人。やや緊張は良祐さん、花嫁の父。神と人

の前で結婚の誓約がなされ、結婚の宣言が発せられた。人

生の新しい出発への、厳粛で暖かい雰囲気が式場に漲っ

た。 

晴れ渡った空、緑の美

しいホテル庭園からの

入場。万来の拍手で

迎えられた新カップル。

格式ある披露宴会場

で、すっかり落ち着きを

見せた良祐さんがウェ

ルカムスピーチ。主賓

挨拶は水野総主事。

新郎のみならず、新婦

もYMCA幼稚園の先

生（園副主任）なので、

両方の上司。エピソー

ドを披露しながら新し

い出発 への勧めと期

待を語られた。親戚、YMCA関係者、学校時代からの友人

達、YMCA幼稚園先生方のパフォーマンスもあって、賑やか

に暖かく宴は進められた。 

二人の幼少からのビデオ。カッワイイ良祐を、思わず現在のメ

タボ警戒の姿と比較。わがワイズ連絡主事として、ユースプラ

ザ神戸EAST管理責任者として、そして次代のYMCAを担う

スタッフとして、素晴らしい伴侶を得た彼に期待を膨らませた。

おめでとう。われわれの例会に、ニッコリ美人の奥様をお連れ

してくださ～い。                    島田 恒 

ＹＭＣＡニュース 

 
１．武田寿子前会長（理事長）感謝会 

7 月 6 日（土）に、ANA クラウンプラザホテルにおいて、武

田寿子さんの感謝会が開催され、60 名の方々が出席、

中道新会長のご挨拶、今井鎮雄顧問のお話で始まり、

多くの方々が武田さんを囲んで楽しい交わりの時を持つこ

とができました。 

２．夏プログラム、スタート！ 

夏休みに入り、余島キャンプを始め、水泳や鉄棒跳び箱

の講習会や幼稚園キャンプなどが始まりました。今年から

主催キャンプについては公益財団法人の「旅行業」として

実施します。各市の後援も得ることができ、より多くの子

どもたちの参加が期待されるキャンプですので子どもたちに

貴重な体験が与えられますように祈っています。 

３．第 27 回チャリティーワインを楽しむ会、開催 

7 月 12 日（金）に、「ワインでお洒落な暑気払い！」とい

うテーマで、ポートピアホテル 31 階「トランテアン」において、

標記の会が開催されました。これは会員活動委員会が

主催してくださっているイベントの一環で子ども奨学金、

東日本大震災支援金として、その収益が捧げられてい

る会で、今回も多くの方々がご参加くださいました。 

４．三宮会館再開発、(仮称)灘ブランチ開設のこと 5 月末

に、中央区脇浜 2 丁目の土地を新しいウエルネスセンタ

ー（仮称・灘ブランチ）の用地として購入し、また一方で

三宮会館の土地の約 48％をマンション用地として売却

することの合意に達し合意書を締結しました。これによっ

て、まず脇浜に新しいウエルネスセンターを建設し、その

後、三宮の残された 52％の土地に新会館を建設すると

いう段取りで準備が進められています。進捗については、

また適宜、お知らせいたします。 

連絡主事 藤田良祐 

 

編集後記 
「芦屋カラー」って何色でしょう？自分が感じるカラーを

語り合いたいものです。第２例会後の懇親会はお酒も

入って話が弾みます。６月はアベノミクス、７月はゴルフ

の話題で盛り上がりました。８月から第２例会の開始

時間を 30 分繰り上げ、懇親会の時間に余裕ができそ

うです。国際クラブであるワイズは、例会では政治・宗

教についての議論はご法度ですが、この席では聞いて

いるだけでも面白い！さしずめ「政治番組」のモエさん

役を演じている私です。見えている自分色と見えてい

ないカラーの配分を楽しんでいきたいです。 

８月の新会長カラーは何色になるでしょう。懇親を深め

良いクラブカラーとなりますように・・・。 

                      Ｋ．ｋａｓｈｉｈａｒａ 


