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連絡主事 藤田良祐 

六 甲 部 羽太英樹 （広報主査） 

  上野恭男 (六甲部監事) 

 

どうぞよろしくお願いします 

会長 福原吉孝 

今年度は新メンバーの増強が、もっとも大変

重要なテーマとしてまいります。 

例会を愉しい会にして、多くのゲストを例会

に招き会員増強に繋がれば大きな喜びです。

例会を愉しくするために工夫もしてまいります。

地域の文化や歴史を語れる方、地元で活躍する企業家、

音楽会、ワインの話等皆様に興味を持って参画頂ける会を

開催したいと思います。 

さらに地元で私達の活動を知って頂く講演会等も計画した

いと思います。楽しくなければ、私達の活動も長続きしませ

ん。楽しく社会に恩返しの出来るワイズ活動によってその存

在価値を大いに地元に広げたいと思います。 

また私達が支援している世界や日本のＹＭＣＡの目指して

いるテーマに沿ってＹＭＣＡと交流する時間を持ち、私達の

支援するＹＭＣＡの理解をより深めたいと思います。 

地域での活動は、みどり作業所の支援、協力を継続してま

いります。 

最後に皆様にお願いがあります。皆様の活動の中から、どう

ぞほんの少しだけ、社会に恩返しできるワイズ活動にお力を

どうかお貸しください。お願い申し上げます。 

６月例会出席表 

ＢＦ切手   750ｇ 
累計     750ｇ 

第１例会出席者

メンバー  14 名
ビジター   0 名
ゲスト   0 名
メネット  2 名
ｺメット   0 名
合 計  16 名

例会出席率 
出席者   14 名 
メイクアップ  2 名 
合 計    16 名 
在籍者   19 名 
（内広義会員１名） 
出席率  88.87％ 

ニコニコ  28,023 円
累計   188.623 円

 

主   題 

国際協会会長  IP Isaac Palathinkal 

 言葉より行動を Theme: Talk Less, Do More 

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  松本武彦 
  響きあい、ともに歩む 

 To walk together, echoing each other 
六甲部部長  多胡葉子 
あなたとわたしの Y’s ダムを YMCA とともに-ユース、交流、地域-
 Ｙ‘ｓ dom is yours and ours. Let’s share it with YMCA  
  ―Youth, Friendship and Communityー 
芦屋クラブ会長 福原吉孝 
  ハツラツと爽やかなワイズの活動を地域社会に広げよう 
  Let our actions Shine in the Community!  

“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 ：Yoshitaka Hukuhara 〒659-0023  14-20-714 Higashiashiya-cho Ashiya 
Hyougo.JAPAN 
Mail ： y-fukuhara@ae.auone-net.jp Tel  0797-38-8332  

今月の聖句 
わたしは山にむかって目をあげる。わが助けは、どこから来るで

あろうか。わが助けは、天と地を造られた主から来る。 

          詩編 121：1～2

７月第１例会プログラム 
と  き： 2014 年７月 16 日（水) 19：00～21：00 

と こ ろ： Ｈ竹園３Ｆ           (敬称略)  

司 会： 柏原書記    

受 付： 桑野会計・五十嵐メネット    

１． 開会点鐘         羽太直前会長 

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 柏原書記 

５． 会長交代式 上野恭男 

６． 食前感謝 五十嵐政二 

７． 食事・歓談 

８． 会長挨拶 福原吉孝会長 

９． 各事業委員方針発表 全員 

10． 第２例会議事録の承認 福原吉孝会長 

11． 事業委員報告・その他    各委員＆メンバー 

12． ＹＭＣＡニュース 藤田良祐連絡主事

13． ニコニコ献金報告 島田 恒 

14． 誕生祝い 篠坂、羽太、羽太メネット、都筑 

15． 閉会点鐘 福原吉孝会長 



６月第１例会報告 
日時：6 月 18 日（水）19:00～21:00 

場所：ホテル竹園芦屋 3 階 

司会：藤田良祐 連絡主事 

出席者：五十嵐政二、上野恭男、柏原佳子、桑野友子、

権甲植、島田恒、都筑省三、羽太英樹、畠中由圭、福

原吉孝、坂東幸子、渡辺倫子、大澤昌子、藤田良祐 

各ワイズ・メネット・連絡主事           （敬称略） 

６月例会は羽太会長任期最後の開会点鐘でスタートしま

した。クラブソング斉唱、聖書朗読の後に、羽太会長よりみ

どり作業所への

基金が贈呈さ

れ、大澤メネッ

トより感謝の言

葉が述べられ、

篠 坂 ワ イ ズ が

学習サポートに

力 を 注 が れ た

学生が高校へ

入 学 し、学 校

生活を頑張っているとの報告がありました。権ワイズの食前

感謝により心を一つにして、楽しい食事・歓談の時を持ちま

した。食後は「１年の振り返り」として、羽太会長が年間テー

マとして掲げておられた「アジア」について、通算 18年間勤務

されたタイでの生活や、ワールドビジョンとの関わりなどを通し

てお話ししていただきました。また、芦屋クラブの年間活動総

括として素晴らしい資料を作成していただき、クラブの詳細

な年間活動状況や評価、反省、課題などを含めて１年の

活動を振り返っていただきました。 

参加メンバーからも一言ずつお話しをしていただき、各自が１

年間の活動を振り返り、それぞれの持つ思いや反省、希望

などが語られました。最後に、福原次期会長より「会員増

強」「楽しい例会」など次期クラブの目標や抱負についてお

話しをいただき、新規メンバーを獲得するためにも、人を呼べ

るような楽しい例会・活動をしていくことが確認されました。

羽太会長による５月第２例会議事録承、連絡主事からの

神戸ＹＭＣＡニュースの後に、今月は上野恭男ワイズ・桑野

友子ワイズのお誕生日をバースデーソングでお祝いしました。

最後に、羽太会長からクラブメンバーへ１年間お支えいただ

いたことへの感謝が述べられ、閉会点鐘をもって閉会となり

ました。 

藤田 良祐 

西日本区大会が岩国で開催 

第１７回西日本区大会が６月 14 日、15 日に岩国で開催

され、羽太会長、羽太メネット、福原次期会長、柏原書記、

桑野会計、五十嵐ワイズ、五十嵐メネット、藤田連絡主

事、直前六甲部部長として上野が参加しました。 

代議員会、メネットアワー、連絡主事の集いに各自出席し、

次いで西日本区大会が「シンフォニアいわくに」で開催されま

した。会場は立派な大音楽ホールで 800 人の参加者が 1

階部分だけで余裕を持って座れました。 

４年前、鈴木理事期の広島大会でお世話になった方々が

今回は主催者とあって、懐かしく挨拶を交わしました。 

大会は愛らしい小学６年と２年の森脇姉妹の演奏でスター

トし、川本室内合奏団の演奏をバックにバナーセレモニーで

す。我が羽太会長もバナーを掲げ元気に入場されました。

その後もスマートで見事な大会演出を実感しました。いつも

は２日目の主任報告が、部長報告に引き続き行われたの

は良かったです。 

エンターテイメントが少なかったにもかかわらず、５時までの大

会が気持ち良く、集中力を切らさず参加できたのは徹底し

た生演奏のお陰だったと思いました。 

部長報告では、山田六甲部部長が芦屋クラブのクリスマス

会でのカントリーダンスのビデオを流され良いアピールができま

した。17 時に無事閉会後、楽しみにしている懇親会場の岩

国観光ホテルへバスで向かいました。 

さて、一夜明けて「シンフォニアいわくに」へバスで移動して早

朝礼拝です。元宝塚クラブの辻建牧師の司式と岩国教会

大川清牧師の説教がありました。岩国は基地の街でもあり、

米兵の起こす犯罪に市民が苦しめられている現実を語り、

現実を知ることの大切さを学びました。 

 

大会２日目が始まり、いよいよ表彰の発表です。 

栄えあるメネット事業最優秀賞は、五十嵐メネット事業主

査が六甲部を代表し壇上で受賞しました。そして芦屋クラ

ブは羽太会長のもと次の 9 件の賞を受賞しました。 

１．理事特別賞（７クラブが受賞） 

２．メネット事業最優秀賞（六甲部８クラブ） 

３．EMC 優秀クラブ賞 

４．EMC 事業 YES 献金達成賞 

５．ファンド事業 一人当たりの金額ベスト 10 賞 ６位賞 

６．ファンド事業 BF100％達成賞 

７．Y サ・ユース事業 献金達成賞 

８．地域事業・環境事業 RBM 献金ベスト 10  ９位賞 

９．地域事業・環境事業 FF 献金ベスト 10  １０位賞 

上野恭男 

 

西日本区大会懇親会の報告 

さて、シンフォニー岩国での大会も無事終え、懇親会へ移

動した。錦帯橋のすぐそば、素晴らしい景色を望める絶好

の会場であった。懇親会まで少々時間があるとの事だったの

で、上野ワイズ、藤田連絡主事と錦帯橋見物に出掛け、

素晴らしい景色と橋を楽しめた。 

さて、懇親会では、地元で有名な「女形の京太郎」さんの

歌とゴージャスで華やかな衣装をまとったと踊りを楽しみ、可

愛い親子三代のフラダンス等愉しく賑やかな盛り上がりとな



った。料理を紹介するとアユの塩焼き、岩国すし等地元の

伝統料理が盛り沢山あり美味しく、私たちの食欲を十分に

満足させてくれた。岩国は錦帯橋での鵜飼と美味しい日本

酒が有名である。ロビイでは老舗の酒造５社が試飲会を開

催していた。美味しいフルーティな味わいは大好評で、ワイズ

メンの長蛇の列・・・小生と五十嵐メネットもカップを手に並

びしっかりと美味しい日本酒を味わった。さすがに銘酒である。

美味しかったですよ・・・。 

各クラブの交流も楽しく熊本南クラブのメンバーからも挨拶を

受け、スナップ写真に納まり、すっかり打ち解けた賑やかな交

流の機会となった。実に楽しい懇親会だった。引き続いてフ

ェローシップアワーでも愉しいお酒をしっかりと愉しんだ事も報

告します。                    福原 吉孝 

 

 

メネットアワーに参加して 

シンフォニー岩国 大会議室にはメネット事業主任はじめ西

中国部皆様の心からなるおもてなし 手作りの袋の中に美

味しいお菓子を入れ迎えて下さいました。会場一杯に 100

名を超す参加者が集まり、事業報告がなされました。 

今年度は「障がい者アート展」を西日本地区９部会で開催

され、夫々感謝と事業報告を聞くことが出来ました。同時に

企画展示ホールにて開催された「WAKU WAKU アート

展」には西日本各部から心打たれる多くの作品が展示され、

一般の方々も大勢見て下さったことは素晴らしいことだと思

います。 

尚 六甲部は五十嵐かほる主査が「恵みのうちに」と題して

メネットアワー「ともに歩みつづけて～たいせつなキミ」「きらりと

輝 くアート展 」

を適切な言葉

で報告して下さ

いました。加え

て六甲部として

メネット事業最

優秀賞を受賞

する事が出来たことは本当にうれしい事でした。 

何も知らずにこの一年メネット会でアート展のお手伝いをさ

せて頂き、多くの方々との交わりを深める事ができました。西

日本区大会に参加出来、各地でたくさんの方々が見えな

いところで尊いお働きをして下さっていることを知りました。こ

の一年本当にありがとうございました。       羽太光子 

メネット最優秀賞をいただきました 

おめでとうございます。皆様の惜しみない協力が実を結び、

岩国で開催された第１７回西日本区大会において、六甲

部にメネット事業最優秀賞をいただきました。 

例年ならば単一クラブが受賞する所ですが、８クラブが心を

一つにして力を寄せ合った事が受賞の大きなポイントでしょう。

そして、芦屋クラブがしっかりとバックアップして事業協力をし

て下さった事が

はっきりと認めら

れています。今

からちょうど１年

前，顧問役に

上野ワイズと柏

原 ワ イ ズ に 臨

席していただい

て、８クラブのメ

ネ ッ ト 連 絡 委

員が初顔合わせをしました。この時点で、晴天の霹靂とばか

りに目をパチクリさせていた委員さん達が９月末の「きらりと輝

くアート展」を目指して、文字通り汗水を流して奔走しました。

活発に協議もしました。事業主任から伝えられた“メネットパ

ワーを結集し感動を分かち合いましょう”という主題にそって、

忠実にプロジェクトを展開できたと思います。アート展を通し

て皆が多くを学び、感動を与えられました。昨年５月に都筑

ワイズに会場確保の道を開いて頂き、今年６月の表彰に至

るまで六甲部長はじめ役員、各クラブメンの皆さんが暖かく

支援して下さった事を思い、いま改めて感謝して受賞の報

告をさせて頂きます。               

五十嵐かほる 

西日本区大会 連絡主事の集い 

国 YMCA で開催された西日本区連絡主事の集いには 15

名の連絡主事が集い、各ワイズメンズクラブとユースの交流

を中心に情報交換の時を持ちました。西日本区だけでも多

数のワイズメンズクラブがあり、その活動は様々ですが、多く

のワイズメンの皆さまに YMCA の諸活動をお支えいただいて

いることを改めて実感することができました。また、久しぶりに

会うことができた同盟のスタッフや他のＹＭＣＡスタッフとも交

流する良い機会となりました。 

今回、初めて西日本区大会に参加させていただき、最初は

その規模の大きさと人数の多さに驚きましたが、皆さまと楽し

く有意義な時間を過ごさせていただきました。大会終了後に、

芦屋クラブの皆さまと宮島へご一緒させていただいたことも本

当に良い思い出になりました。芦屋クラブの皆さまのご支援

により、貴重な体験をさせていただいたことに心より感謝申し

上げます。ありがとうございました。  連絡主事 藤田良祐      

もりおかクラブと交流 

熊本みなみクラブと交流 



  《私とゴルフ》 その２ 

今、手元に古びた昭和３４年９月号の雑誌「ゴルフ ダイジェ

スト」がある。その広告欄に《ダンロップ ６５・ゴルフボール》１ダ

ース￥3,600円《美津濃ゴルフクラブ》ウッド１本￥3,300円 ア

イアン１本￥3,000円 とある。※確か当時の大卒初任給

￥9,000程度。《ボール》がいかに高価（現在の価格と比べて

も）な物であったかがわかる。少々の傷も甘んじてどれ程大切

に扱ったことか・・。ダンロップ社から規格外れ（ⅩⅩの刻印）

のボールを練習ラウンド用として格安で提供して頂いたのは

有難かった。時を同じくしてゴルフボールのサイズが日本では

英国式のスモールサイズだったが、この頃を境に現在の米国

式ラージサイズに国際ルールが変更されたのも懐かしい。又、

昭和３５年、下関ゴルフ倶楽部（昭和３１年・元大洋漁業

の中部利三郎氏開設）でお世話になった三泊四日のゴルフ

部・夏の合宿も思い出の一つ。八ケ浜と言われる松原と白

砂と青い海を背景にした本格的シーサイド・チャンピオンコー

ス。合宿所はクラブハウスの「離れ」的に位置するロッジ。１日

のラウンド（２７～３６Ｈ）を終え、部屋の窓越しに真っ赤な夕

暮れと青い海辺と涼風が心地よく・・。あの著名なアマゴルフ

ァー中部三兄弟が此処で育った。その三男・銀次郎氏(当

時高校生）が我々の合宿中、毎日、倶楽部専属の細石プ

ロ（その後「日本オープン」のチャンピオンに）とラウンドしている

姿が・・。彼は甲南大に進み（残念ながら我が母校でなく）、

後に日本学生、日本アマ（６度）等のチャンピオンとなり、日

本の代表的アマチュアゴルフアーとしてその名を刻み、惜しま

れながら、2001年に・・。             篠坂 幸彦 

６月第２例会議事録（抄） 

と き：６月２５日（水）18：30～20：30      敬称略 

ところ：芦屋市民会館 207 号室 

出席者： 羽太英樹、福原吉孝、上野恭男、柏原佳子、

桑野友子、島田 恒、都筑省三、藤田良祐、堀江哲次 

議 案 

１） 堀江哲次ワイズの退会申し入れに関する件 

退会事情を説明され、退会の挨拶をされた。 

２） 第１例会、六甲部部会に関する件 

・７月第１例会（キックオフ）会長交代式、福原会長挨

拶と年間方針説明、事業委員として会員全員より新

年度の事業計画、抱負など語っていただく。 

・８月第１例会多胡六甲部長公式訪問 ゲストスピー

カーは神戸ＹＭＣＡ水野雄二総主事 

・９月６日（土）六甲部会（関西学院会館） 

・９月第１例会福原会長の年間方針にそったゲストスピ

ーカーを今後交渉する。 

３） 堀江書記の後任の件  

羽太英樹ワイズに決定。 

４） ＹＭＣＡ寄付金の件 （クラブ及び個人） 

神戸 YMCA 新会館建築（総工費 20 億円）への募金と

して２億円の募金要請がある。 

六甲部としてまとめて対応する方針が六甲部長より表

明されている。芦屋クラブもその趣旨にそって募金に応じ

る。昨年度タイワークキャンプが中止となり、その予算 10

万円と、１５周年記念として２０万円の積み立てを含め、

会計に余裕があれば追加も考慮し献金する。さらに個

人献金を加えて募金に応じたい。 

５） ５月会計決算が桑野会計より報告があり、了承した。 

６）その他報告等 

・六甲部交流事業委員会（６月７日） 

 上野・柏原交流委員が出席。 

・西日本区大会（６月１４～１５日） 

 ブリテン７月号で詳しく報告。 

・六甲部広報委員会（６月２１日） 

 羽太次期広報主査が出席。 

・六甲部 EMC 事業委員会（６月３０日） 

 島田委員が出席。 

・みどり作業所のバザー（７月５日） 

・六甲部第１回評議会（７月２６日）議事：神戸 YMCA

チャペル・納涼会：ANA クラウンプラザホテル 

出席予定者：福原、上野、柏原、桑野、羽太。さらに

出席者を募る。 

・例会でのニコニコ係りを島田ワイズに決定。   以上 

YMCA ニュース 

１．三宮会館再建について 

三宮会館再建に関して協働事業者の優先交渉先が

決定。協働事業者は高齢者住宅専門の業者で、１１

階建（３階までを YMCA が使用）で、健康な高齢者フロ

アと、要介護高齢者フロアを設定し、YMCA 事業との協

働を図る試みが始まろうとしています。なお、現三宮会

館にあった本部事務局は７月２日に新神戸オリエンタル

アベニューへの引越を行いました。 

２．定期総会、開催 

5 月 30 日（金）に 2014 年定期総会が開催され、100

名を越す会員の方々が参集されました。 

３．新会館建築募金について 

新会館の建築のために募金活動がスタートし、目標額

２億円という大変大きな額を目標としています。当初の

総工費の１０%を目標にしようということで設定された金

額です。３年間の募集期間で、清水泰人（公財）副理

事長を募金委員長として募金運動が始まっています。

個人募金は一口 3000 円としています。どうぞご協力を

よろしくお願いいたします。    連絡主事 藤田良祐 

 

編集後記 

西日本区大会後、９つの表彰を得て羽太会長はメネットと仲

良く御親戚の所へ。お疲れ様！そして、私たちは新会長のプラ

ンで宮島へ。珍しく浮橋がくっきり。広島焼きはこの店、もみじマ

ンジュウはこの店と旅行気分を満喫！このたび退会される堀江

ワイズと鎌倉クラブ訪問したことを懐かしく思いだします・・・。 

先日、新会長とゴルフをご一緒しました。アプローチで悩む私の

ためにお手本のようなスタンスとアドレスを決め、見事チップイン・

バーディ♪しかし・・初めて見てしまったドライバーのチョロ！ ハ

デにＯＢを４回！不本意ながらも最終的にはスコアをまとめられ

た福原会長のこの１年が楽しみです。私たちは会長を孤独にし

てはならない・・ワイズの掟・・を守ることを誓います。柏原佳子 


