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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） 

 

２０１３・２０１４ 

会長 羽太英樹 

２０１３年は国の内外で政治、経済、社会、自然等々を脅

かす種々の問題を残しつつ足早に去って行きました。そんな

中、時の流れの速さを感じつつ、新年２０１４年を迎えました。

この年が皆さまにとって実り多い年となりますようにと願ってい

ます。芦屋クラブは２０１３年には島田直前会長の企画によ

るチャーター１５年を記念した講演会によりワイズメンズクラ

ブ・ＹＭＣＡの働きを広く発信することが出来、新しい有力な

仲間を得ました。これを起爆剤にと２０１３・１４年度は「いざ

立て、２０年をめざして」の主題を掲げて、次の２０周年の節

目に向かう５年の最初の一年目としてパワーアップ、さらなる

メンバー増強を願って進んで来ましたがもう折り返し点まで

来ました。十分な活動が出来なかったとの反省もあり、新年

にあたり、ワイズメンズクラブ国際協会規約にある「綱領」を

読み返してみました。「ワイズメンズクラブ国際協会はイエス・

キリストの教えに基づき、相互理解と敬愛の思いに結ばれて、

あらゆる信仰の人々が共に働く、世界的友好団体であり、

ＹＭＣＡに対する忠誠心を共にしつつ、活発な奉仕活動を

通じて、リーダーシップを開発、助長、供給して、全人類の

ためより良き世界を築くべく尽力するものである」 

この理念を思いつつ２０１４年をスタートしたいものです。 

12 月例会出席表 

ＢＦ切手     
累計       

第１例会出席者

メンバー  16 名
ビジター   49 名
ゲスト   18 名
メネット  ７名
ｺメット   １名
合 計  91 名

例会出席率 
出席者   16 名 
メイクアップ  0 名 
合  計   16 名 
在籍者   19 名 
（内広義会員１名） 
出席率  88.9％ 

ニコニコ     0 円
累計  66,768 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    

１月第１例会プログラム 
と き： 201４年１月 15 日(水)19：00～21：00 
ところ： ホテル竹園芦屋３Ｆ 
司 会： 上野恭男ワイズ 
受 付： 桑野友子ワイズ柏原佳子ワイズ 
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 羽太英樹メン 
４．ゲスト・ビジター紹介 司会 
５．ＹＭＣＡ全国リーダー研修会報告 堀陽平さん 
６．食前感謝 五十嵐政二ワイズ 
７．食事・歓談 
８．ゲストスピーチ 今井鎮雄神戸 YMCA 名誉顧問

         「ワイズに期待するもの」 
９．12 月第２例会議事録の承認羽太英樹会長 
10・ ＹＭＣＡニュース 藤田良祐連絡主事 

12・ 誕生祝い 羽太英樹会長 

  島田保子メネット・都筑泰子メネット 
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”  

Af 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 
エジプトの国で、主はモーセとアロンに言われた。『この月をあな

たたちの正月とし、年の初めの月としなさい。』 

              ＜出エジプト記１２：１～２＞ 
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１２月クリスマス祝会報告 

日 時：12 月 23 日（水）18 時～21 時 15 分 

場 所：ホテル竹園芦屋 3 階 飛鳥の間 

司 会：福原吉孝ワイズ、柏原佳子ワイズ 

出席者：メンバー＆メネット、ビジター・ゲスト合計 91 名 
 

クリスマス会報告 「カントリ－ミュージックとダンスの宴」 

今年は、色々な流行り言葉があったが、中でも「お・も・て・

な・し」という美しい言葉が日本人の心を表現し東京のオリ

ンピック招致決定に興奮し感慨深い年となった。 

冒頭に芦屋クラブ羽

太会長より歓迎の

挨拶と開会点鐘に

て開始、全員でワイ

ズソングを斉唱し礼

拝の部では五十嵐

ワイズの聖書朗読、

祈祷、権伝道師よ

り「クリスマスとは・・」のお話に厳粛な気持ちになり、クリスマ

スの本当の意味に気づきがあり、大変示唆に富んだ奨励で

あった。さらに女性一同によりキャンドルを持って「あれ野のは

てに」のさわやかな歌声が会場に響きわたり、ほのぼのとした

キャンドルライトに照らされた美しい歌声が映え一層厳粛な

気分となった。その後、権伝道師より祝祷を頂戴した。 

続いて「ジョッシュ大塚とスライスチーズ」の演奏を楽しんだ。

今回はカントリーミュージックの演奏で、思い出のグリーン・グ

ラス、テネシワルツ等、素晴らしい演奏を堪能した。会場は

芦屋クラブの全員が、テンガロンハットをかぶり雰囲気を演

出していた。カントリーダンスを指導するシンベエ先生と「スパ

イシーエンジェル」が楽しいダンスを披露し、華やかなファッショ

ンで会場はさらにウェスタンの雰囲気になってきた。 

食事の時間となり水野総主事の食前感謝、山田六甲部

部長より乾杯の音頭で賑やかに食事となった。ＢＧＭのカン

トリーミュージクジが流れる中、あちらこちらで楽しそうな笑い

声に包まれ会話が弾み愉しいパーティーになった。 

オークションでは芦屋クラブメンバ－が持ち寄った品物に会

場から多くの声がかかり、サンタの衣装をまとった藤田連絡

主事が品物を配布し瞬く間に浄財が集まった。皆様の協

力に感謝である。芦屋クラブの品物は好評で、堤メンからの

ネックレスは、大変素晴らしく９㎜の黒真珠はハイライトであ

った。オークションで入手した参加者は大変喜んで頂いたと

思う。オークションの金額は７万円弱でＹＭＣＡ水野総主事

に献金となった。 

ダンスタイムでは、カントリーミュッジクに「スパイシーエンジェル」

のダンスとシンベエ先生のダンス指導のもと大変踊りやすい、 

 

 

オークションでは藤田連絡主事がサンタ姿に・・・、売り上げ

は羽太英樹会長から水野総主事に贈呈されました。 
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ダンスで熱気と笑い声、手拍子の中、賑やかで、ものすごい

盛り上がりで一層華やいだ雰囲気になった。いい感じの中、

全員がカントリーミュージックとダンスに酔いしれた。楽しい時

間は過ぎるのも早くあっという間にフィナーレとなりＹＭＣＡの

歌、続いて全員が輪になって手を繋ぎ「聖しこの夜」を歌い

島田前会長より閉会挨拶、羽太会長より閉会点鐘にて無

事に終了となった。芦屋クラブ全員が出口でお見送りをする

中、毎年欠かさず参加されるお客様が多く、「来年も美味

しい料理と面白い演出が楽しみです。有難う」の言葉は大

変嬉しく感じる。クリスマス準備委員会の皆様、藤田連絡

主事には、企画、資料作り、役割分担等、準備に奔走し

て頂き、本当にご苦労様でした。渡辺ウィメンの手作りテー

ブル花、みどり作業所のクッキー、馬路村のポン酢も完売し

ました。それぞれの役割をこなした芦屋クラブのメンバー全員

がテンガロンハットをかぶり、楽しいウェスタンの西部劇の様な

演出は大成功でした。頑張った芦屋クラブの皆様・・・本当

に感謝、感謝です。 

福原吉孝 

 

 

六甲部各クラブクリスマス会への参加報告 

宝塚ベガ・ホール：キャロルを歌う夕べ               
今年で９年目となる宝塚ワイズメンズクラブ主催のチャリテイ

市民クリスマスが１２月１３日（金）に開催された。第１部は

朗読と音楽でつづるクリスマスで石橋聖トマス教会磯晴久

牧師による朗読につづき 若林成幸宝塚ワイズの指揮で合

唱（リコーダーや独唱つき）やハンドベル、弦楽合奏、パイプ

オルガンなど種々の音楽が楽しめる。第２部はみんなでキャ

ロルを歌おうで 石田由美子宝塚ワイズの司会でフラを踊ろ

う、メロデイベル合奏、クリスマスソングメドレーを皆様と一緒

に楽しみ、最後のハレルヤ・コーラスは有志の方々が舞台に

あがって歌える楽しい夕べである。水野雄二神戸ＹＭＣＡ総

主事、岡野泰和アジア地域会長（フィリピン台風緊急支援

の挨拶）や宝塚・西宮ワイズほか多数のワイズが出席されて

いた。            

堀江哲次 
 

神戸ポートクラブクリスマス会 

12 日 20 時からのクリスマス例会、芦屋から羽太会長・桑

野・柏原・五十嵐の 4 名出席。DBC ナイトで東京むかでク

ラブからも数名御出席でした。この会にさきだち、養護老人

ホームでクリスマス祝会をされたボートクラブの皆さんには何

か歓びと高揚感が満ちていました。山崎ワイズのクリスマスメ

ッセージ、クリスマスソングズと会は盛り上がり、9 月のアート

展で活躍して下さった大野メネットがメンとして活躍されるこ

とになった初めての祝会、その決意に拍手をして散会しまし

た。  

五十嵐かほる 

 

神戸クラブクリスマス例会 

神戸クラブのクリスマス例会は、ＤＢＣ米子クラブとの合同例

会として開催、神戸ルミナリエの真っ最中とあって元町駅を

降りた時には人・人・人、垣間見えるルミナリエを楽しみなが

ら、神戸の雰囲気漂う旧居留地の会場レストラン「トゥー

ス・トゥース」に到着しました。第１部の礼拝では山根司祭の

クリスマスメッセージ「羊飼いと飼葉桶」が心に残りました。２

部は素晴らしい歌とピアノ、楽しみにしていた「欧風料理」と

飲物（特にパンが美味しい）、讃美歌「主、我を愛す」は英

語と神戸クラブお得意の大阪弁で歌い、芦屋クラブのクリス

マス祝会のアピールにも時間をいただき、楽しい時間を十分

に堪能しました。思ったほど寒くもなく、少し寂しくなった街を

ルミナリエを見ながら帰途につきました。芦屋クラブから五十

嵐ワイズ、畠中メネット、桑野の３名と畠中コメットで参加し

ました。 

桑野友子 
 

宝塚クラブクリスマス例会 
 12 月 11 日、宝塚ホテルでのクリスマス例会に参加した。

宝塚教会佃真人牧師司式による礼拝は、ホテルのチャペ

ルで行われた。「ここには宝塚教会員もいるので、同じ話は

できないから準備が大変・・」と冗談で始められ、わかりやす

いクリスマス物語を使われて大切なメッセージを届けてくださ

った。 

 第二部は祝会。コース料理やワインをいただきながら交流

を楽しんだ。呼び物のアトラクションはお馴染みフラダンスとコ

ーラスによるショー。石田会長のフラで魅せつつ、バックダンス

とコーラスはクラブメンバーによるパフォーマンス。わがクラブ同

様やや高齢化が気がかりだったがホスピタリティ溢れるもので

あった。参加者 30 名余、わがクラブからは五十嵐かほる、柏

原佳子のお二人にエスコート（?）の島田であった。 

島田 恒 
 

西宮クラブクリスマス会 

21 日（土）16 時 30 分、「オーシャンビュー・イン須磨」でのク

リスマス会に柏原書記、桑野会計、篠坂ワイズ、畠中ワイ

ズ、畠中メネット、コメット、上野、の７名で参加しました。 

昨年同様のカントリーバンドとともに、西宮、芦屋の女性陣

がカントリーダンスを披露して大うけでした。 

夕日が沈む海辺のリゾートレストランでのクリスマス会、小さ

な子にはプレゼントも用意されブッフェスタイルでの食事もお

なじみ、大いに飲み食べてカントリーを楽しみました。 

礼拝に始まり、エンターテイメントのバンド演奏、そして芦屋

クラブも参加してのカントリーダンスは、芦屋クラブでの 2 日後

のクリスマス会に大いに参考になりました。篠坂ワイズはバン

ドのメンバーと知り合いで、１曲歌ってと言われましたが時間

が足りづまたの機会になったのは残念でした。 

会は「聖しこの夜」を手をつなぎ歌いながら終わりました。 

上野恭男 
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ゲストスピーカー紹介 

今井鎮雄神戸ＹＭＣＡ名誉顧問 

1920 年、東京生まれ。旧満州・大連に

移住ののち、同志社大学法学部卒。 

1946 年、灘購買組合（現・生活協同組

合コープ神戸）勤務 

1948 年、神戸ＹＭＣＡに奉職 

1963 年から 21 年間、神戸 YMCA の総主

事を務め、現在、神戸ＹＭＣＡ名誉顧門。  

 

 

第２例会議事録（抄） 
１２月１８日（水）Ｈ・竹園１Ｆ ラ・ルー特別室 

第２例会：18 時 30 分～2１時 00 分 

出席者：羽太会長、柏原、上野、福原、篠坂、五十

嵐、桑野、島田（各メン）、五十嵐、畠中（各

メネット）、藤田連絡主事 

議事 

(1)クリスマス祝会について 

・プログラムの確認を行った。馬路村のポン酢・ク

ッキー販売をする。最終参加予定者は 91 名。 

(2)YYフォーラム 1月 11日(土)13:00-17:00 出席予

定者を決定。事後の４クラブ合同例会 18:00 から

グリーンヒルホテルの参加者を決定。 

(3)今後の第一例会予定 

  1 月 15 日(水) スピーカー:今井鎮雄氏(神戸 YMCA

名誉顧問)「ワイズに期待するもの」 

  1 月例会の司会は上野氏。全国リーダー研修会の

報告は会食前に 5 分間報告。 

  2 月 19 日(水) TOF・事務例会 

  3 月 19 日(水) メンバースピーチ: 渡辺ワイズ 

「中国・西安の旅」 

 (4)11 月会計報告・チャリティーラン会計報告承認。 

 (5)みどり作業所支援「家庭教師の件について」 

篠坂ワイズが 1 人で今後対応すると提案し、お

願いすることにする。 

 (6)留学生交流会について 

・ＹＭＣＡには書面で 2 月 5 日の実施を案内済み。

司会者は福原氏とし、大野氏へ歌とギターの依頼。 

(7)1 月 31 日ホームビジット受け入れについて 

  五十嵐政二・かほるご夫妻宅受け入れに畠中由圭

メネットが協力する。 

(8)街頭募金結果 37,189 円。 

(9)その他 

・上野氏より兵庫県の NPO 団体が実施するアート関

連事業への助成金の紹介があり、芦屋クラブとし

て申請をする提案がなされ了承。 

 

 

ＹＭＣＡニュース 

１．2014 年度年間聖句決定 

 「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことに

も感謝しなさい。」（テサロニケの信徒への手紙 5:16̃18) 

2．12 月はクリスマス行事が各地で開催 

保育園や幼稚園では、各園でクリスマス礼拝が行なわれ、

年長児が降誕の聖劇を披露、20 日には神戸市民クリス

マスが神戸栄光教会をメイン会場に開催されました。 

24 日には神戸教会菅根信彦牧師をお招きして職員クリ

スマスを行いました。 

3．街頭募金、多くのボランティアが集結 

12 月 8 日（日）の午後、神戸元町の大丸前、7 日（土）

には芦屋ワイズメンズクラブが芦屋にて街頭募金。 

4．台湾・高雄 YMCA 創立 50 周年記念式典、開催 

12 月 27 日（金）に、神戸 YMCA のパートナーYMCA の

一つである台湾・高雄 YMCA が創立 50 周年の記念式

典を挙行されました。 

5．今後の予定    

1) 第 32 回午餐会 
 日時：２月 1 日（土）正午～午後 2 時 

場所：神戸 YMCA ４Ｆ会議室 
テーマ：YMCA、世界最大の青少年団体の挑戦 

～地球市民育成と平和文化～ 
講師：島田茂日本 YMCA 同盟総主事 
会費：1,500 円（昼食代を含む） 

2)チャリティーワインを楽しむ会 
日時：２月７日（金） 
場所：ポートピアホテル 
会費：10,000 円 
 

編集後記 
明けましておめでとうございます。年明け３日はホ

テルで、というのは長年の習慣でしたが、とうとう

元旦もホテルで、となったのはいつのころからでし

ょうか？驚いたのはホテルでも街中でも一人として

着物姿が見られませんでした。 

子供のころ大勢のお客さまとともに「百人一首」の

かるた大会をしたことを想い出します。私たち姉妹

３人は振り袖をしごきでキリリと縛り上げ畳に手を

つき大人と混じってかるたを払い挙げた思い出は懐

かしいものでした。 

今は家族揃ってトランプゲームに白熱。いつか子や

孫たちの想い出となるのでしょうか。世の中変化し

つつあります。おせち料理は飾り物に、ピザハット！

に変わりつつある現実をしっかりと受け止めて、明

日へとつなぎたいものです。６年後のオリンピック

に向かう汽車に乗り遅れないように・・・。 

柏原佳子 


