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会   長  五十嵐政二 

直前会長  福原吉孝 
副 会 長 上野恭男・堤 清 
書   記  柏原佳子・上野恭男 
会   計  羽太英樹 
監   事  田舍庸男 
連絡主事  藤田良祐 

六甲部交流担当主査  福原吉孝 

   2015－16 年会長として 

  クラブ会長 五十嵐政二  

１年あまり前、次期会長と言われたときは深

くは考えずに引き受けてしまった。なんだかだ

いぶ先のことと思っていたら、その時がやって

きてしまった。この１年は随分早かったような

気がする。逆に福原さんにしてみたら長かっ

たなと思われたでしょう。 

それぞれの立場によって時の流れの感じ方が違うと思う。時の

流ればかりでなくすべてがそうでしょう。国際親善、国際交流と

いうと「私は英語が・・・」と尻込みする人がいる。だが実際はそ

うではなく、大事なのは相手を自分と同じように見ることだ。日

本人には欧米人には劣等感を持ちアジア人に対しては優越

感を持つ人が見られる。私もアメリカで人種差別の実態を目に

した。差別される側にたって経験して初めて実感としてわかるも

のだった。人種問題以外にも性差や LSBT や障害者などなど。

ワイズメンズで率先してこんなことを考えたい。ワイズメンズの名

前を変えるというのは賛成だが YMCA の M はどうするのだろう。

名前はともかく意識を持っていきたい。 

今朝の天声人語に米国では経済やスポーツの記事を自動的

に書く人工知能が登場したと聞くとあった、私も欲しい。 

※ ６月の例会ニコニコ 20,860 円はネパール震災募金とし、 

ＹＭＣＡを通じて献金しました。 

６月例会出席表 

第１例会出席者 

メンバー  １２名 
ビジター   ２名 
ゲスト   ２名 
メネット  １名 
ｺメット   名 
合 計  １７名 

例会出席率 

出席者  １３名 
メイクアップ  名 
合 計   １３名 
在籍者   １８名 
（内広義会員１名） 

出席率 70．59％ 

ＢＦ切手    
累計    420ｇ 

ニコニコ 
６月  20,860 円 
累計 150,227 円 

主   題 

国際協会会長   ウイチャン・ブーンマパジョン（タイ）  
「信念あるミッション（使命・目標）」 ”Ｍｉｓｓｉｏｎ with Faith” 
 

アジア地域会長  エドワード K.W. オング（シンガポール） 
「愛をもって奉仕しよう」  ”Through Love, Serve” 
 

西日本区理事   遠藤通寛（大阪泉北） 
「あなたならできる！きっとできる」 
”You can do it ! Yes, you can” 
 

六甲部部長     進藤啓介（神戸クラブ） 
「-ＹＭＣＡと共に- 次世代を育み、地域に仕える」 
 

芦屋クラブ会長  五十嵐政二 
「絆を太く、強く」 

 

“To acknow ledge  the d u ty  t ha t  accompan i es  every  r ig h t ”  

A ff i l i a ted  w i t h  t he  I n ter na t i o na l  Assoc ia t i o n  of  Y ’s Men ’s  C ｌ ｕｂｓ  

ＴＨＥ Ｙ’Ｓ ＭＥＮ’Ｓ ＣＬＵＢ ＯＦ ＡＳＨＩＹＡ 

 

Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ａｐｒｉｌ 11．1998 

 

 

 

 

Address ： Seiji Igarashi 〒659-0014  6-16-402 Midorigaoka Ashiya .JAPAN 

Mail ： PX100151@nifty.com      Tel  0797-22-7852  

URL ： http://www.kobeymca.org/kobe_ymca/ys/ashiya.html  

 

今月の聖句 
「何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められ時 
がある・・・・。わたしは知った、すべて神の業は永遠に不変で 
あ り 、 付 け 加 え る こ と も 除 く こ と も 許 さ れ な い 、 と 。                  

＜コヘレトの言葉 3:1+14＞ 
 

７月第１例会プログラム 
と き： ２０１５年７月１５日(水) 19：00～21：00 

ところ： ホテル竹園芦屋 ３F             （敬称略）  

司会： 桑野友子    会場準備： 篠坂幸彦・柏原佳子 

受付： 羽太英樹・坂東幸子 

１．開会点鐘 

２．クラブソング斉唱 

３．聖書朗読 

４．ゲスト・ビジター紹介 

５．会長引き継ぎ式司式 

６．会長挨拶 

７．「日本とフランス、男と女」 

  トークの司会 

８． 1）第２例会議事録の承認 

2）事業委員報告・その他 

９．ＹＭＣＡニュース 

10 ニコニコ献金報告 

11．誕生祝い 

   篠坂幸彦・都筑省三・羽太英樹 

12．食前感謝 

13．食事・歓談 

14．閉会点鐘 

福原吉孝会長 

一同 

羽太英樹 

桑野友子 

上野恭男 

五十嵐政二 

Ms.マリー・ジョゼ 

五十嵐かほるメネット 

五十嵐政二会長 

各委員＆メンバー 

藤田連絡主事 

島田 恒 

五十嵐政二会長 

 

権 甲植 

 

五十嵐政二会長 

 

mailto:PX100151@nifty.com


６月第1例会報告（例会色模様） 

日時：６月１７日（水）19:00～21:00 

場所：ホテル竹園芦屋３ Ｆ            （敬称略） 

出席者：上野恭男、柏原佳子、桑野友子、島田恒、篠坂

幸彦、堤清、都筑省三、羽太英樹、福原吉孝、坂東幸子、

渡辺倫子各ワイズ、大澤昌子ﾒﾈｯﾄ、藤田良祐連絡 

ゲスト：  北村政記氏、詔子 Chien         主事 

ビジター： 加茂修三、中村剛各ワイズ 
 

５時３０分本日、スピーチをされる篠坂ワイスﾞはダンボール

一杯の子供服をハンガーに、１０冊のファッションに関する本

（中にはプレミア付きの）も並べられ、貸し出しもＯＫなど事

前の打ち合わせを含め周到な準備はさすがです。 

ロの字型で会場設

定をお願いしたはず

が な ん と 丸 テ ー ブ

ル？司会席の追加、

席決め、食事の数

合わせにヒヤリ！そ

の間に上野ワイズが

バナーや国旗など例会グッズを整えてくださいました。毎回準

備をされる羽太ワイズは受付の代行をされ、坂東ワイズと２

人で手際よく名札を並べ準備完了・・。 

ゲストやビジターが到着され、司会担当の私は紹介や挨拶

に忙しくなり、かって司会をした時のミスが脳裏をよぎります。 

定刻、福原会長が所用で遅れるため、会長代行として今

年度最後の栄えある開会点鐘をさせていただきハイ！スタ

ートです。 

ゲストに、島田ワイズの「出版記念講演」に参加された北村

政記氏、シカゴ在住の桑野と私の姉詔子さん、ビジターに

「VＡＮファン」の学園都市クラブ中村ワイズ、一人でも多く

話を聞いていただきたいとお誘いした神戸西クラブ加茂ワイ

ズをお迎えし、丸テーブルも却って良かったかしら？女性 6 名

が１テーブルを埋め華やかなムードの中、プログラムにそって

順調に進みます。 

羽太ワイズの聖句の解説に耳を傾けるとき、いつも安らぎを

覚えます。島田ワイズの食前感謝のあと、和風のお弁当を

頂き、デザートに熊本みなみクラブから贈られたお菓子、シカ

ゴからのチョコレートが嬉しい！ 

篠坂ワイズのスピーチが始まります。所用の福原会長は、本

日のスピーチを提案され楽しみにされていただけに今頃は汗

をかいて急いでおられるだろうと時計をチラチラ、ほどなく到着

されホット！ 

篠坂ワイズの話は懐かしく、紳士ブランドＶＡＮジャケット勤

務ならではのもの！持ち時間一杯話されましたがまだ話し

足りない！「お洒落な人より洒落た人になれ」、マナーを基

礎に自身の生活スタイルをお洒落に！でしょうか？ 

スピーチのあと、会長から「みど

り作業所支援金」が大澤昌子

メネットに贈呈されました。 

国際・交流主査中村ワイズか

ら、来期開催の六甲部ローン

ボール大会のアピール、お誕生

祝いがあり、福原会長の閉会

点鐘が大きく響いたのは 9 時

02 分でした。 

１階ラ・ルーでの会話もひときわ賑いました。一足先に席を

立たれた篠坂ワイズから「時間の調整が大変だったでしょう。

お疲れ様」のメールを頂き、司会兼、会長代行の私のストレ

スは跡かたもなく消え・・・。             柏原佳子 

スピーチの「補足」をこの紙面をお借りして 

【１】《個性》 

ファッションに於て人間の個性と言うものは、その人の着る服

のことでなく、着る人自身のことだと思う。「どんな服を着ても

良く似合う」という人がいる。いわゆる、「着こなしがうまい人」

である。こんな人は何を着ても自分のモノにしてしまう。その

秘訣はテイストすなわち趣味の良いと言われる人である。 

   （※石津謙介氏著・「大人のお洒落」より抜粋） 

【２】《自分らしさと感性》   

まわり（流行）に余り左右されず「自分らしさ」を着よう。 「き

ちん」と着て、「清潔」で他人に不快感を与えなければそれも

「スマート！」 「自分らしさ」も無く、流行を追っかけ、一見

格好よく見えても、知性・マナーが欠けていては残念なが

ら、、。 「自分らしさ」と言う、その人のパーソナリティー（性

格・人格・人間的魅力）を大前提にライフスタイルを楽しもう。

又そうありたいものです。 

よき音楽を聴き、博物館、美術館、植物園を訪れ、美味し

い料理に巡り会い、時には近くの山でカメラ持参のバードウ

ォッチングを兼ねて森林浴でも。これらを自身の五感を上手

く工夫して使い、感性溢れる情熱的な人生を送ろう。「感じ

る」ことで個性をより豊かにしょう。いつまでも「ヤングアットハ

ート」を忘れずに。 

【３】《秋冬お薦めアイテム》 

（流行に左右されない紳士の方々のご参考までに） 

◆ハリスツィード生地のジャケット（寒い時、襟を立てて軽快
に）。 

◆スラックス  グレイの濃淡二着をサキソニーフラノ生地で。 
ストレッチ・ブルージーンズも（楽です）。 

◆スウェーター  薄手メリノウールのＶネックと丸首（何れも
無地の明るめカラーを防寒でジャケットの下に） 

◆シャツ  厚手コットン（オックスフォード地）のボタンダウン 
※ノーネクタイの際には自宅洗いノーアイロンも可。 

◆シューズ  皮革製・ゴム底のスニーカータイプ（黒でなく赤
茶系で。） 

◆ネクタイ  ツィードには無地ウールタイ（最近はカラフルで
楽しく選べます。）                篠坂幸彦 



第１８回西日本区大会に参加しました。  

今大会は最近注目されている大阪ベイエリアのハイアットリ

イージェンシー大阪にて大阪なかのしまクラブ、大阪西クラブ

を中心に大阪地区クラブがホストクラブとして開催された。小

生はまず代議員会に出席、今年度の議案と活動報告等

があった。フロアからの質問を交え熱心な議論があり参加者

全員の賛同のもと無事に議案が承認された。 

午後ファンファーレとバナーセレモニーで開会となり、各部に

続き六甲部多胡部長を先頭に各会長が壇上に上がり芦

屋クラブ代表として小生もバナーを携え出迎えてくれた松本

西日本区理事を初め西日本区各役員と握手となり、会場

からは暖かい慰労の拍手を頂いた。続いてユースの報告が

あった。「ワイズとユース」のテーマで沖麻美さん（アジア地域

代表）から若々しく力強い報告があった。 

その後大変楽しみにしていた有名な落語家の「桂吉弥」師

匠の講演があった。何とも言えない軽妙で粋で洒落に富ん

だ落語であった。人間国宝の桂米朝さんの裏話なども披露

され、フロアには和やかな笑いがいっぱい溢れ、さすがプロの

話術は凄いと思わされた。「笑いは難儀を突破する力です」

と仰っていた。確かに笑いは心を和ませ明るい気持ちと余裕

が生まれてくる。笑いがあれば少々の困難が突破出来るの

だなぁ・・と納得した。 

ロビーでは各クラブのファンド事業で美味しいお酒、名物の

販売が賑やかに行われ、さらにユースの展示もあり、あちこち

で愉しそうな会話が飛び交い盛んに交流が行われていた。

次の１４日、クラブ表彰と厳粛なる理事引継ぎ式があり、特

筆すべきは六甲部メネット事業に対して、大野主査が表彰

された事である。難病を知ろう・・のテーマのもとチャリティー音

楽会の開催が対象になった。色々な事があり苦労されただ

けに「おめでとう」と心から敬意を表したい。 

最後に小生として今回の西日本区大会は大変意義深い

会であった。バナーセレモニ―が終わると会長任務も無事に

終了したんだなあ・・・とホットした気持ちが湧きあがってきた。

芦屋クラブ皆様、色々有難うございました。   福原吉孝 

西日本区大会懇親会 

ハイアットリージェンシーの3階ボールルームは、今しがた西日

本区大会初日を終え 1 時間の休憩をはさみ 18 時 30 分に

は、再び懇親会場となりました。700 人が円卓を囲み雰囲

気も上々、カントリー・ブルーグラスバンド、「バックウッズマウン

テニアーズ」が熱演していました。 

カントリーミュージックが始まるとダンスは芦屋、西宮クラブの

得意技でもあり、10 名くらいが踊り始めました。打ち合わせ

もされていたようで

すが、カントリーミ

ュージックとなれば

さすが息のあった

ダンスで、近江八

幡クラブの安田博

彦ワイズなどが飛

び込み参加し会

場の後ろ側の多く

のメンバーを楽しませてくれました。残念だったのはカントリー

ハットをかぶってのダンスが見られなかったことです。 

30 分のカントリー音楽が終わり、高瀬稔彦西日本区直前

理事の乾杯で華やかに懇親会が進みます。 

DBC では、東日本区もりおかクラブ井上修三ワイズ・優子メ

ネットともお会いできました。熊本みなみクラブ桑原純一郎

ワイズとの交流もでき、日本のなかで広く広がるワイズの仲

間を実感できたひと時でした。 

食事はハイアットリージェンシーならではのフルサービスで、と

ても美味しいものでした。 

アピールはクラブ周年例会、次期西日本区大会がされ、出

席クラブ紹介で芦屋も立ちあがって応えました。 

20 時 30 分に遠藤通寛次期理事の閉会の言葉で楽しかっ

た懇親会は終わりました。             上野恭男 

フェローシップアワー 

懇親会の興奮をそのままにハイアット・リージェンシーの地下

ＢＡＲでフェローシップアワーが始まります。この場はＩＢＣクラブ

やＤＢＣクラブとの 1 年ぶりの親睦、交流の為に用意されて

います。東日本区からご参加のもりおかクラブ井上修三ご夫

妻はホテル送迎の時間が 9 時ということでゆっくりとした交流

の時間は持てず、

あくる日の大会後

は直ぐに帰られる

と伺っていましたの

で今 回 は申しわ

け な く 残 念 で し

た。 

熊本みなみクラブ

は今年度の女性

会長はじめ、ＤＢＣ締結された岩国みなみの高瀬直前理

事との輪が活気に溢れているように見えました。 

今年の芦屋

クラブは急な

用事、入院

等のキャンセ

ルで福原会

長 、 上 野 、

桑野、柏原

の 4 名、存

在感は示し

たもののやはり寂しい・・・？お一人で瀬戸山陰部から来ら

れていたウィメンをお誘い出来たこと、湾岸道路を車で突っ

走り楽に帰られたのが救いでしょうか？     柏原佳子 

柏原ウィメンは姿勢が良いですね！ 



          

 

 

 

 

 

 

 

６月第２例会議事録（抄） 

と き： ６月 2４日（水）18：30~20：00 

ところ： 芦屋市民センター 204 号室      

出席者： 福原吉孝、五十嵐政二、上野恭男、島田恒、 

柏原佳子、桑野友子、篠坂幸彦、羽太英樹、

藤田良祐、（９名） 敬称略 

＜議 案＞ 

１）今後の第１例会予定 

＊８月第１例会（８月２２日（土））神戸・西宮・芦屋３ク

ラブ合同例会 於：六甲山ＹＭＣＡ 

（３クラブで実行委員会を開催し内容を検討する。） 

＊９月、１０月、１１月第１例会 

スピーカーの話題については音楽、衣食住、医療など

の意見があったが、広く会員の意見を聞いて７月の第

２例会で検討する。 

２）７月からの役割分担表を配布し、会員に周知する。 

３）５月度の会計報告が桑野友子会計よりなされ、承認。 

４）その他：報告事項 

＊ネパール地震支援 

6 月第 1 例会のニコニコ

献金（20,860 円）を藤田

連絡主事を通じてＹＭＣ

Ａへ手交した。 

＊チャリティーラン第１回実行委員会（６月５日（金） 

後日藤田主事より報告してもらう。 

＊西日本区大会には福原・上野・柏原・桑野各ワイズ

が参加した。  

＊将来の韓国とのＩＢＣの検討をふまえて、新年度中に

韓国ツアーを組んで交流をしてはとの提案があった。 

５）今後の予定 

＊今期異動届け（藤川晃成ワイズ６月 30 日退会） 

＊７月 11 日（土）ＹＭＣＡ支援チャリティ・コンサート 

16:30～ 神戸聖愛教会 

   落語（桂福丸）×ハンドベル 入場料 1500 円   

＊第１回六甲部評議会＆六甲部 8 クラブ納涼会 

日時： ７月 25 日 14：00～19：00 

場所： グリーンヒルホテル 

会費： 5,000 円（懇親会会費） 

参加の方は柏原書記までお申し込みください。 

＊7 月 31 日～8 月 2 日 アジア大会  

参加予定者：福原・上野・柏原・桑野各ワイズ 

＊８月８日（土）六甲部国際・交流主査主催ローンボー

ル大会（神戸しあわせの村） 

＊9 月 5 日（土）六甲部部会  於：六甲荘 

            ＹＭＣＡニュース 

◇水野雄二前総主事感謝会 

6 月 1 日（月）に ANA クラウンプラザホテル 4F ザ・テラスに

おいて、水野雄二前総主事の感謝会が開催され、ワイ

ズメン、各委員など 91 名の方々がご参集くださいました。

中道理事長のご挨拶、武田前理事長の乾杯に始まり、

水野前総主事を囲んで和やかな会となりました。会の最

後には、奥様と共に花束を受け取られ、「総主事として

神戸 YMCA 変革の節目で仕事ができたことは幸せでした」

とお話されました。神戸 YMCA スタッフとして 37 年間、総

主事として 13 年間のお働きに、多くの方々から感謝の心

が溢れるひとときでした。 

◇ワールドチャレンジ 2015 開催 

ワールドチャレンジとは、6 月 6 日の YMCA 誕生に合わせ

て世界中の YMCA が一斉に行うイベントで、YMCA で活

躍するユースの姿をアピールすることを目的として開催され

ています。今年は「サッカーのシュート」をテーマに神戸

YMCA からも 84 名のメンバーが参加し、子どもたちが夢を

語った動画を配信することができました。動画はインターネ

ットで見て頂くことができますので、よろしければご覧くださ

い。https://goo.gl/54Jtf7 

◇新三宮会館進捗状況 

神戸市中央区加納町に建設される新三宮会館（仮称）

は9月からの着工を目指して、工事業者との折衝も大詰

めを迎えており、設計の詳細な打合せを行っています。新

会館では専門学校、日本語、語学教育（英会話）など

の事業を行う予定をしており、未来にあるべき YMCA の

姿を考えながら準備を進めています。 

◇今後の予定 

第 30 回チャリティーワイン 

井上真二総主事を囲んで 

日 時： 7 月 19 日（日）17:30～20:00 

場 所： 神戸ポートピアホテル 31 階「トランテアン」 

会 費： 12,000 円 

 

スピーカー Ｍｓ．マリー・ジョゼのプロフィール 

在日３０年、各地でフランス語の教室を持たれ、日本

の皆様に楽しくフランス語を教えて毎日忙しく過ごされて

います。お子様お二人はフランス在住、ご本人は西宮

に住んでおられます。 

「日本とフランス、男と女」エスプリの効いた楽しいトーク

となるでしょう。 

編集後記 

◆「人替わり、声変わり、ウグイスの声」と行くでしょう

か？柏原ウィメンからブリテン編集長を引継いだ桑野

です。今年４月ＰＣソフトをＸＰから Windows８に替え、

慣れない操作に戸惑っています。ＰＣの基本を理解し

ていないので、恐る恐るクリックして思い通りになると嬉

しいもの、これからも読み易いブリテンを作成してお届け

したいと思います。◆ワイズの１年は７月から、西日本

区理事をはじめ各役員も変わり、芦屋クラブもいよい

よ五十嵐会長の出番です。国際色豊かな五十嵐ご

夫妻、ユニークな例会が期待されます。第１例会はワ

イズの基本、楽しい例会報告を中心にブリテン作成し

ます。皆様のご協力をよろしくお願いします。◆なでしこ

ジャパンに錦織圭、寝不足が続きます。遼君の活躍が

見られないのが少々残念ですが・・。これから夏本番、

皆様ご自愛ください。             桑野友子 

https://goo.gl/54Jtf7

