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会 長 福原吉孝 

直前会長 羽太英樹 

副 会 長 五十嵐政二・堤 清 

書   記 柏原佳子・羽太英樹 

会   計 桑野友子 

監   事 田舍庸男 

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) 

ワイズデー Y’s Day 

羽太英樹（六甲部広報主査） 
西日本区のカレンダーでは 11 月は「ワイズデーの広報をして、

ワイズメンズメンズクラブの認知度を高めることを強調する月

となっています。 ところでその「ワイズデー」とは？ それは日

本のワイズメンズクラブが初めて国際協会に加盟した記念

日です。 

大阪ワイズメンズクラブが日本で初めて国際協会に加盟し

た１928 年（昭和３年）11 月 10 日を記念として東西日本

区がこの日を「ワイズデー」と設定しています。 この機会に

改めてワイズメンズクラブの基本であるＹＭＣＡへの奉仕を前

提に、これに連なるメンバーが一つ心になってワイズダムの絆

を深め合うことの確認が求められています。 六甲部が奉仕

する神戸ＹＭＣＡは創立１２８年の長きにわたって地域奉仕

を続けており、今新しい一歩を踏み出すチャレンジの時です。

この時、六甲部のワイズはさらなる協力と支援が求められて

います。 今期、私は六甲部広報のお役をいただいており、

とりあえずは第一段階として六甲部ホームページの更改をし

ました。これからもニュースを発信しなければなりません。ご協

力おねがいします。 

六甲部ホームページ⇒

http://www.kobeymca.org/ys/shudai.html 

10 月例会出席表 

ＢＦ切手    0ｇ
累計      0ｇ 

第１例会出席者

メンバー  15 名
ビジター   1 名
ゲスト   2 名
メネット  3 名
ｺメット   0 名
合 計  21 名

例会出席率 
出席者   15 名 
メイクアップ  0 名 
合 計   15 名 
在籍者   18 名 
（広義会員 １名） 
出席率  88.24％ 

ニコニコ 15132 円 
累計  62,739 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 Future 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 Kusunoki-cho Ashiya 
Hyougo.JAPAN 
Mail ： y-fukuhara@ae.auone-net.jp Tel  0797-38-8332  

今月の聖句 
何よりもまず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これ

らのものはみな加えて与えられる。 だから明日のことまで思い

悩むな。明日のことは明日自身が思い悩む。その日の苦労

は、その日だけで十分である。    ＜マタイ ７：３３～３４＞

１1 月第１例会プログラム 

と き： 2014 年１1 月 19 日（水) 19：00～21：00 

ところ：Ｈ竹園３Ｆ           

司 会：島田 恒ワイズ    

受 付：桑野友子ワイズ・五十嵐かほるメネット    

１．開会点鐘 福原吉孝会長 

２．クラブソング斉唱 一同 

３．聖書朗読 羽太英樹ワイズ 

４．ゲスト・ビジター紹介 島田 恒ワイズ 

５．食前感謝 藤川晃成ワイズ 

６．食事・歓談 

７． YMCA についての学び（II）阪田晃一氏（余島スタッフ） 

８．第２例会議事録の承認 福原吉孝会長 

９．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 上野恭男ワイズ 

12．誕生祝い 福原吉孝会長 

 堤 清ワイズ・五十嵐かほるメネット 

13．閉会点鐘 福原吉孝ワイズ 



10月第１例会報告 

日時：10 月 15 日(水)１９：００～２１：００ 

場所：ホテル竹園芦屋 3Ｆ  

出席者：五十嵐政二、上野恭男、柏原佳子、桑野友子、

島田恒・保子メネット、都筑省三、堤清、羽太英樹・光子

メネット、福原吉孝・美鈴メネット、坂東幸子、渡辺倫子、

藤田良祐連絡主事 

ゲスト：井上勝博氏 

ビジター：広瀬一雄(西宮クラブ)、ゲスト：伊藤ヨシコ（福原メ

ネット友人） 

10 月例会はゲストスピーカーに谷崎記念館学芸員の井上

勝博氏をお迎えして、芦屋ゆかりの谷崎潤一郎についての

話をお聞きしました。 

文豪と呼ばれノーベル文学賞候補に３回上がっています。

特に私たちにとっては芦屋を舞台の「細雪」でなじみの深い

作家として大変有名ですが、もっと知りたいという福原会長

のご提案で今回の講演が実現しました。 

映像を使われて当時の芦屋のなつかしい風景や、谷崎をめ

ぐる３人の夫人や家族との私生活にわたるお話、また代表

的な彼の作品の「痴人の愛」「蓼食う虫」「春琴抄」「猫と庄

造と二人の女」「細雪」「源氏物語」の解説など興味深いお

話をお聞きしました。また佐藤春夫への有名な「妻譲渡事

件」の顛末など、当時の新聞に大きく取り上げられた様子

など分かりやすくお話頂きました。あっという間に時間が過ぎ

ました。谷崎潤一郎が少し身近になったように感じました。

盛り上がっただけに講演の後の質疑応答の時間が取れなか

ったことは残念でした。 

ビジターの広瀬一雄ワイズからは西宮クラブの「盛岡ＹＭＣＡ

の宮古震災復興支援の輪を拡げる活動」のユースプラザで

の講演会などのアッピールがありました。 

お二人のスピーカーに素晴らしいお話をして頂いたのに、司

会者の時間の割り振りがまずくて講演会、アッピール等の時

間が足りなくて申し訳なかったと思いました。９：０５に閉会。 

都筑省三 

 

「谷崎潤一郎を語る」を拝聴して 

本当に愉しい時間であった。 

芦屋市谷崎潤一郎記念館の学芸員である井上勝博先

生の講演であったが、谷崎潤一郎は阪神間になじみのある

日本の代表的な大文豪であり、その実像を知る絶好の機

会となった。 

「こいさん、頼むわ・・・」の書き出しで有名な細雪、痴人の

愛、春琴抄、卍等、代表的な作品が多数ある。中でも細

雪は岸恵子、佐久間良子、吉永小百合等、有名な女優

が出演した映画があり、現在でも舞台等で演じられている。

この作品は、よき時代の何気ない美しく豊かな雰囲気があ

り、敗戦で打ちひしがれた人々を力づけたといわれている。

谷崎氏が描こうとした美の世界と、古き良き昭和の時代か

おりは今でも大変人気がある。 

その他の作品も多数映画化されている事は皆様ご存知の

通りである。小説を初め、舞台でも谷崎作品になじまれたこ

とと思う。また、実生活の谷崎氏は、松子夫人とのなれ初め

を筆頭に、女性に大変もてた方であり、離婚、再婚をしてい

た事も判り驚きながら拝聴した。 

若き頃の谷崎氏、細雪のモデルの写真等からお洒落でダン

ディな谷崎氏と華やかな良き時代の雰囲気がよく判った。 

関東大震災のあと阪神間に住むようになり、引越しを十回

以上繰り返したのも驚かされた。また、邸内は大変豪華な

内装であり、素晴らしいご自宅であったことがしのばれる。

中々魅力的な谷崎氏の実像を知る良い機会であった。会

場はいつにも益して、華やかな雰囲気で推移し映し出され

る写真などに大勢の方が魅入っていた。 

井上学芸員、本当に愉しい講演を有難うございました。 

福原吉孝 

 

晴天に恵まれチャリティラン開催 

去る１１月３日（ 祝 ）毎年恒例の《ＹＭＣＡ チャリティラン》

が神戸市北区しあわせの村運動広場で開催され、我が芦

屋クラブは昨年同様みどり作業所の皆さんと共に参加。ボ

ランティア出店とし

ての芦屋クラブ名

物のチヂミコーナ

ーには早くも順番

待ちの列が・・。 

前日から心を込

め仕込まれた材

料でもって手際よ

く、心ある奉仕精

神に溢れたそのチームワークは見事。ＹＭＣＡのユース達も

鉄板を前にチヂミを焼きながら元気なかけ声を。グランドでの

競技では各団体・チ

ームでのプログラム

《グループラン》が行

われ、楽しい仮装に

歓声と拍手・爆笑で

快晴の爽やか秋の１

日を終えた。尚、例

年通りチヂミ売上収

益をＹＭＣＡへ。又、

チャリティーとして芦屋クラブと個人９名からの協賛金や堤ワ

イズ、ホテル竹園、からの賞品提供でのＹＭＣＡへの協力が

できた。藤田さん、ユースの皆さんお疲れ様でした。 



※当日奉仕者は次の通り福原、上野、都筑、羽太、篠坂、

桑野、柏原、各ワイズ。              

篠坂幸彦 

チャリティランに参加して 

11 月３日に神戸しあわせの村で行われたチャリティランに今

年も１７名（４チー）ムが参加しました。 

天気予報の雨を心配していましたが、とてもいいお天気で気

持ちいい汗を流すことができました。 

みんなの一言感想です。 

Ｄさん １番で走って気持ちよかった。２位でゴールしました。 

Ｋさん コーヒーメーカーが当たって嬉しかったです。 

Ｔさん 景色が良くてきもちよかった。２位でした。 

Ｏさん みんなと手をつないでゴールできたのが嬉しかった。 

Ｔさん 足痛かったけど頑張れたのが良かったです。 

Ｔさん 今度は仮装したいです。何がいいかな～。 

Ｎさん 頑張れた。来年も参加したいです。 

Ｍさんいっぱい食べてお腹一杯。チヂミ美味しかったです。 

職員Ｍ  

毎年参加したいメンバーも増えています。元気な笑

顔をたくさん見ることができ嬉しく思いました。 

ワイズメンズの皆様、自家用車での送迎やおいしいチヂミ、

ありがとうございました。 

芦屋みどり作業所 大澤昌子メネット 

 

 

チャリティーゴルフに参加しました 

第 31 回神戸 YMCA チャリティーゴルフ大会が 10 月 22 日

（水）に芦屋カンツリー倶楽部にて開催されました。芦屋クラ

ブからは福原会長、上野ワイズ、柏原ワイズ、藤田が参加

してきました。 

チャリティーゴルフは雨が多いのですが、この日もあいにく風雨

の中でのゴルフとなりました。悪天候の中でも、福原会長の

理論的で確実なショット、上野ワイズのパワフルなドライバー

ショット、柏原ワイズの美しく華麗なフォームは素晴らしかった

と思います。あいにく藤田はドライバーが右に左に大苦戦と

なりましたが、皆さまと一緒に楽しくラウンドさせていただくこと

ができました。 

表彰式ではダブルペリア方式により順位が発表され、福原

会長が 10 位入賞、そして柏原ワイズは、なんと、女性部門

で第 3 位に入賞されました！おめでとうございます！賞品の

ビールは、福原会長の賞品（ビール）と合わせて、11 月第二

例会へ提供してく

ださることになりま

した。 

また、上野ワイズ、

柏原ワイズがチャ

リティーゴルフへの

参加 10 回以上と

して紹介されまし

た 。 幾 多 の ご 支

援とご協力に心よ

り感謝申し上げま

す。 

最後に水野総主事より、これまでのチャリティーの総額が

930 万円を超えたこと、またその支援金は青少年指導者養

成費、東日本復興支援に用いられていることが感謝をもっ

て報告されました。次回は 2015 年 5 月に千刈で開催され

ます。また是非、芦屋クラブの皆さまとご一緒させていただき

たいと思います。 

藤田良祐 

 

＜随想＞     わたしとワインⅡ 

ヌーボーの季節、ワインを楽しんでおられますか。前回、ふれ

ました「新世界ワイン」について少し紐解いてみました。◎《カ

リフォルニア》古い歴史をもち米国生産量の９０％を占め、そ

の進歩も著しい。１９７６年米国建国２００年を記念してパ

リで大規模なテイスティング大会（ラベルを隠してのブラインド

形式）が開かれ、フランス側は名門シャトー物で対抗したとこ

ろ、何と赤・白ワインともにカリフォルニアワンが優勝となりフラ

ンス人審査員達は唖然とし、このニュースはたちまち世界中

のワイン愛好家、ワインビジネス関係者に広まり・・。近年は

進取のアメリカン スピリッツでもってサンフランシスコ湾北岸の

ナパ地区で著名なワイナリーとフランス名門シャトーとの共同

開発した世界が認める高級ワインを生み出した。又、映画

「ゴッド ファーザー」の監督フランシス コッポラ氏有するワイナ

リーも、此処ナパ バレイにあり観光地としてもディズニーラン

ドに次ぐ人気。※私はカベルネ・ソーヴィニヨン種とピノ・ノワー

ル種を好む◎《オーストラリア》最近フランスの総合ブランド企

業がオーストラリアでのワイナリーに目をつけ宇宙衛星による

地表温度他ブドウ栽培の諸条件を分析しているとか。※私

はシラーズ種、シャルドネ種を。◎《チリ》アンデス山脈を伴う

南北に長い国で適度な高地も開発されアメリカ、フランス、

スペインの大手ワイナリーの技術移転で高度成長を・・。 

※私はカベルネ・ソーヴィニヨンのみを。◎《南アフリカ》半国

営のＫＷＶ（７０のワイナリーの組合組織）のみならず民主化

に伴い１７０の独立ワイナリーが。大西洋とインド洋に挟まれ

た西ケープ州沿岸が中心でフランス及びカリフォルニアワイン

の良いところを取ったワインが味わえると評判。※私はピノタ

ージュ種かシラーとカベルネ種のブレンド物を。――――以

上の如く各国で開発され身近に楽しめる《新世界ワイン》の

数々、好みの恋人（ワイン）探しは如何でしょうか？ 

篠坂幸彦 

藤田連絡主事と芦屋ジャニーズと共に 



今月のスピーカー 

演題：YMCA についての学び（II） 

講師 阪田晃一氏（神戸ＹＭＣＡ余島スタッフ） 

福島の子供たちを余島へ招待プロジェクト担当 

六甲部役員会開催 

１０月２３日（木）１８時３０分より神戸YMCA会議室で開か

れ福原会長、羽太広報主査、上野六甲部監事が出席。 

神戸YMCA支援事業チャリティイベントを協議、六甲部会

則改定は上野監事が部長経験者と検討する、など討議。 

10 月第２例会議事録（抄） 

と き： 10 月 22 日（水）  18：30～20：30 

ところ： 芦屋市民会館２０４号室          

＜出席者＞                    敬称略 

福原吉孝、上野恭男、柏原佳子、桑野友子、都筑省三、

篠坂幸彦、藤田良祐、羽太英樹 （８名）  

11 月 19 日 第 1 例会 

演題 YMCA についての学び（II）  

講師 阪田晃一氏（神戸ＹＭＣＡ余島スタッフ） 

12 月 23 日 クリスマス祝会  

＊内容は昨年度に準ずるものとして、11 月の第２例会で詳

細の打合せをする。 

＊六甲部他クラブのクリスマス例会に分担してアピールのた

め出席する。音楽は篠坂ワイズ紹介の 「ボトムズ・アッ

プ」で決定。会費は昨年通り男性¥6,000 女性¥5,000。

オークションを実施するので品の寄贈をお願いする。チラ

シ等印刷物は桑野メンが担当する。ファンドとしてゆずポ

ン酢、みどりクッキー50 個を販売する。カウボーイハット５

０個購入する 

＊12 月第２例会（クリスマス準備）は 12 月 17 日（水）場

所：ホテル竹園１Ｆ ラルー17:00～ブリテン委員会 17：

30～20：00 第２例会 オークションの品を持参。 

２）チャリティ・ラン（11 月３日）の件 

＊鉄板購入を検討する。 

＊みどり作業所は 4 組の参加で 5 名の送迎依頼があり、

福原車／上野、都筑車／羽太の２台で協力する。 

＊桑野車／篠坂、柏原（材料）、堤ワイズよりネックレス５

箱、クラブより協賛金 20,000 円、Ｈ竹園より「食事券」、

個人献金９名 27,000 円を YMCA に贈呈。 

３）11 月第 2 例会（11 月 26 日） 柏原佳子宅にて親睦会

も兼ねて実施。親睦会はポトラックとする。 

４）西宮クラブからのお誘い 

＊11 月 29 日（金）15 時～17 時 講演「盛岡ＹＭＣＡ宮古

地域震災復興事業支援の輪を拡げる活動」講師は盛

岡ＹＭＣＡ総主事濵塚有史氏（もりおかクラブ書記） 

御影クラッセ４Ｆ  西宮クラブ主催 

＊西宮クラブ 10 月 30 日の東日本震災復興支援キャラバ

ン隊に、もりおかクラブへの活動支援金￥50,000 を託す。 

５）９月決算報告が桑野会計よりあり、了承する。 

６）桑野会計よりジャガイモファンド収益予想は約７万円。 

７）トラクト会議の日程等は継続審議。        以上 

 YMCA ニュース 

1．日本語学科入学式 

10 月 9 日（木）に専門学校日本語学科の入学式が行

なわれました。後期の入学生は 49 名で、11 ヶ国から来

た学生を受け入れました。 

2．リソース・モビリゼーション・ワークショップ 

10 月 10 日（金）から 12 日（日）まで、大阪 YMCA を会

場として、アメリカの YMCA から講師を招いてより広く市

民から支援を受けるために、どのような手法が有効かに

ついての研修が行われました。 

3．10 月 21 日（火）に、神戸 YMCA 国際ホテル学校・専門

学校ホテル学科の設立 50 周年を祝う会が、ANA クラウ

ンプラザホテルにおいて 150 名以上の来会者を得て挙行

されました。神戸 YMCA のホテル学校は 1964 年、東京

オリンピックが開催された年に業界からの要請を受けて開

設しました。 

4．第 31 回チャリティーゴルフ大会、開催 

10 月 22 日（水）に、チャリティーゴルフ大会が芦屋カンツ

リー倶楽部を会場に開催され、52 名が参加され、現在

までの累計募金額は 930 万円を越しています。 

5．今後の予定    

1) 第 18 回日本 YMCA 大会 

日 程：11 月 22 日（土）～24 日（月・祝） ２泊３日 

場 所：YMCA 東山荘（御殿場市） 

参加費：26,000 円（ユース 15,000 円） 

2)「盛岡 YMCA 宮古地域震災復興事業の支援の輪を

広げる活動」講演会 

日 時：11 月 29 日（土）午後 3：00～5：00 

場 所：ユースプラザ KOBE・EAST 

講 師：濱塚有史氏（盛岡 YMCA 総主事） 

     斉藤 勉氏（宮古ボランティアセンター長） 

参加費：無料 

主 催：西宮ワイズメンズクラブ 

連絡主事 藤田良祐 

 

編集後記 

11 月３日（月・祝）快晴に恵まれたチャリティランの主

役は、何と言っても「鉄板」。設置された新品の鉄板

焼き器は準備段階から注目の的！「芦屋自前です

か？」「綺麗ですね～」ピカピカ光っています。そして、

藤田連絡主事率いるヤング軍団は、てきぱきと手際よ

くお行儀よく、まさにワイズとＹＭCＡを結ぶ未来の架け

橋、「芦屋ジャニーズ」と名付けさせていただきました。 

芦屋クラブが支援する「みどり作業所」からは今年はラ

ンに 17 名が参加。チジミの列に並ぶ顔は元気いっぱ

い！若者たちがランに出ている間は、芦屋の精鋭チジ

ミ名人たちの出番です。焼ける香りが食欲を誘い、行

列が途切れることなく見事完売！Ｙ‘サ・地域奉仕・フ

ァンド・交流の全てが終結した楽しく充実した１日でし

た。一生懸命頑張った「我らが鉄板」油にまみれ汚れ

たものの、持ち帰られてピカピカに磨かれ、また、「さくら

祭り」でも頑張ってくれることでしょう。    柏原佳子 


