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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 
   

９月はメネット月間です 
五十嵐かほる 

テーマは「東北支援」です。５日に六甲荘で行われる六甲

部会に先立ってメネットアワーがもたれます。実際に東北の

現場をまわって来られた大野勉メンと安行暁子メネットがそ

の目で見られた実状と感想を語ってくださいます。 また、放

射能汚染とその影響等を調査しておられる山崎知行氏が

ご講演くださいます。１２時３０分から１４時という短い時間に

大変に中身の濃い学びをさせていただくことになりましょう。 

メネットアワーに続いて東北の海産物の販売もする事になっ

ています。それに並べて各メネットが手元に眠らせているアク

セサリーのバザールも予定されています。当日持ち込みで良

いのです。 

これらはまことに小さな業ですがメネットらしい素敵なアイデア

ではないでしょうか。この収益金はメネットアワーでの献金とと

もに東北への支援金として捧げられます。 

芦屋クラブにはメネット会と名をつけた会はありませんが、個

性の豊かな女性が多くおられます。ときには例会以外にも集

って「情報と知識の交換」という名の下におしゃベリとお茶の

会でも楽しみたいものです。先ずは例会への出席が望まれ

る所ですが、これには各メンの御協力を欠く事ができません。 

それぞれの御家庭のご事情等もおありでしょうが、このメネッ

ト月間を機会にメンからメネットへのお誘いをお願い致します。 

８月例会出席表 

ＢＦ切手    
累計       ｇ

第１例会出席者 

メンバー  １０名
ビジター   名
ゲスト   名
メネット  １名
ｺメット   ２名
合 計  １３名

例会出席率 

出席者  １０名 
メイクアップ  ５名 
合 計    １５名 
在籍者   １７名 
（内広義会員１名） 

出席率 ９３．４％ 

ニコニコ 
７ 月  3,000 円
累計 15,142 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 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 ： 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 

 実に、あなたがたこそ、わたしたちの誉であり、喜なのです。 

＜テサロニケの信徒への手紙一 2:20＞

９月第１例会プログラム 

と き： ２０１５年９月１６日(水) 1９：00～2１：00 

ところ： ホテル竹園芦屋          （敬称略） 

司会： 羽太光子メネット 

受付： 羽太英樹・坂東幸子ワイズ・福原美鈴メネット 

準備： 篠坂幸彦・柏原佳子ワイズ 
 
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． みどり福祉作業所支援金贈呈 

６． 食前感謝 

７． 会食・懇談 

８． 部長公式訪問 

９． ゲストスピーチ 

     「神戸ＹＭＣＡと共に」 

10．第２例会議事録の承認 

各事業委員の報告 

11．ＹＭＣＡ報告 

12．ニコニコ献金報告  

13．誕生日祝い 

14．閉会点鐘 
    

五十嵐かほるメネット 

一同 

羽太英樹ワイズ 

司会 

五十嵐政二会長 

五十嵐かほるメネット 

 

進藤啓介六甲部部長 

井上真二神戸ＹＭＣＡ 
総主事
 

五十嵐政二会長 

各事業委員 

藤田良祐連絡主事 

島田 恒ワイズ 

五十嵐政二会長 

五十嵐かほるメネット



８月例会報告 

神戸・西宮・芦屋３クラブ合同例会 
日時： ８月２２日（土）17：00～20：30 

場所： 六甲山ＹＭＣＡ             
         
８月２２日土曜日の夕方、阪急六甲からバスに乗って六甲

山丁字が辻で下車。途中この梅雨の豪雨でドライブウェー

が崩壊し、一部一方通行になっていた。 下界の猛暑から

逃れひと時の六甲ＹＭＣＡ一帯の山の涼風にほっとした。 

ゲストを含め総勢８０余名の盛大な合同例会であった。 

芦屋クラブからは五十嵐会長、上野、柏原、桑野、篠坂、

堤、福原、坂東、畠中、羽太各ワイズ、畠中メネットとコメッ

トの琶子ちゃんとお友だちのえりちゃんが参加した。 ５時１５

分神戸クラブ・菅原会長の司会で、五十嵐会長による開

会点鐘をもって開会。京都パレスクラブから遠路駆けつけて

下さったゲストの大野嘉宏元理事から挨拶があり、食事の

後にはミュージシャンのバウリーノさん、アメリアさん、若林さん

たちをリードして楽しい歌のひと時を演出してくださった。 

またおなじみのカントリーダンスが華を添えてくれた。 お腹も

いっぱいになった頃、六甲の夜も更けてゆき、全員今日のメ

インイベントである「キャンプファイア」場へと移動。 西宮クラ

ブの長井ワイズが中心になって楽しいファイアの始まりである。

「火の妖精」が現れ井桁に組まれた薪に火がついた。粋な

演出だ。 「燃えろよ、燃えろよ、炎よ燃えろ、火の粉を巻き

上げ天まで焦がせ！」「われはふくろう、楽しいふくろう・・・」な

どなど、昔々のキャンプファイアと変わらない歌やゲームが

次々と・・・昔青年キャンプリーダーだった者たちが今や高齢

者（失礼！）としてまたまた頑張った。ありがとう。 しかし、

「カントリーダンス」は昔のキャンプファイアには登場しなかった

なぁ。 空には半月が鮮やかに輝くなか、ファイヤアの火は小

さくなり、若林さんの「アメージング・グレース」の賛美の歌が

六甲の森に吸い込まれていった。 闇が戻ってくる中で西宮

クラブの浅野会長の閉会点鐘で合同例会は閉じられた。 

                            羽太英樹 

火の女神様に大興奮 

夫婦と娘、娘のお友達を連れての合同例会への参加となり

ました。 

到着早々、歌やダンスを存分に楽しみました。続いて芦屋ク

ラブの精鋭、桑野ワイズ、柏原ワイズが出演するカントリーラ

インダンス。笑顔の女性達の登場に惹きつけられ、会場の

熱気は一気に上昇。息の合ったダンスに見とれて、娘たちは

恥ずかしそうにしながらも最前列を陣取って「かわいい」と小

さな声援を送り、踊りを覚えようとしていました。続くキャンプ

ファイアへの意気込みが伝わってきます。 

一つ二つと、星が輝き始めたキャンプファイア会場へ移動。

不安的中、２人は眠気で泣き始めました。そこへ、森の向こ

うから神秘的な火

の女神様の登場

です！感動で目

を覚ました。お友

達、娘は大声で

「女神様～」と懸

命に声を出しまし

た。そして、お友

達と登場ゲートを

指して「きっとあっ

ちが神様のお家なんだよ。毎日ちゃんと頑張ったら神様にも

会えるかも？！」と幼稚園で教わったことを真面目に話しあ

います。その後も点火されたキャンプファイアから上がる火の

粉を見て、「火の妖精さんだ！火の妖精さんが星になっ

た！」と山の星空を見て大興奮でした。 

○十年ぶりのキャンプファイアで戸惑われた方も大勢おられ

たと思います。しかし、大野ワイズ、鵜丹谷ワイズ、石井ワイ

ズの元リーダー達の登場で、皆、自然と笑顔になり、ついに

は踊り出しました。私たち家族も笑って歌って踊っての大盛

り上がり。“大人のリーダーもいるんだね”と、娘達は感心して

おりました。 

夏休み、娘はお友達４人で初めてのお泊りキャンプに参加し

ました。毎月の野外活動のメンバーやリーダーはおらず、集

合時は口数も少なかったのですが、すぐに元気になったそう

です。深いご配慮をいただき、いくつもの自信をつけ、翌日に

は全員笑顔で帰宅しました。 

このように、YMCA、ワイズの皆さまに愛されて育てて頂いて

います事に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

畠中光成・由圭・琶子 

始まりは一通のメールから！ 
例会のお誘いメールが届きました。カントリーダンスを是非入

れたいとの文面から直ぐに西宮クラブとの３クラブ企画に発展

しました。３月の会長・主査研修会、５月六甲部準備役員

会等でクラブ親睦が豊かに持たれたと想像します。 

６月２９日、Ｈ竹園で実行委員会が開かれました。音楽で

は分野に限らず多方面で顔の広い神戸クラブ菅原会長、Ｙ

ＭＣＡＯＢの強みのある西宮クラブのメンバーの話はどんどん

膨らんでいきます。初めは少人数かと思いきや、神戸クラブ

メネットの応援、西宮クラブのメネットがカントリーダンスの縁

で大勢参加されることになりました。その間、菅原会長から

の連絡メールは２０余通におよび、細かいことから全体のまと

めまで懸命に動かれる姿勢にこれこそがワイズ精神だと気づ

きがありました。私たちカントリーダンスメンバーもコスチューム

を替えたり、レッスン日以外にも練習し、女子会と称して楽

しいお喋りに花を咲かせ、いっそう仲良くなることができました。

そして、ある日、畠中メネットからの参加メールが！しかもファ

ミリーで！子育て真最中の若いお母様はこんな感動に恵ま

れるのですね。ファイアの灯かりで小躍りしている子供のシル

エットに胸が熱くなり、元リーダーのゲームにいつの間にか夢

中になって笑い転げた時間はアッという間に過ぎ、夜空に浮

かぶ半月に届くような歌声の中、ファイアの火が小さくなって

いき、様々な心配や見えない努力など影もなく消え、不思

議な余韻だけが残りました。            柏原佳子 



交流・親善ローンボウルズ大会 

大会は８月９日(土)９時から神戸しあわせの村のローンボウ

ルズ場で１２チーム(１チーム２人)の参加で、晴天のなか行

われました。芦屋からは５チームが参加。五十嵐会長夫妻

は応援団でのご参加でした。９日は今年の特別な猛暑日

の中でも最高に暑い日であったように思います。参加の皆さ

んは暑さとの戦いとなりました。 

本部席のテントには冷たいお茶と塩飴が準備されました。ま

た熱中症対策として水分を取るように何回もアナウンスされ

ました。 

１０時ごろ、競技説明と事前練習がローンボウルズの会の６

人のリーダーから６コースに分かれて指導がありました。リーダ

ーの方々には、猛暑の中、大変親切に熱心にお世話を頂

き、そのおかげで私たちは楽しく気持ちよくゲームができたよう

に思います。進行はあまりにも暑いので予定を変更して午

後から２ゲームの予定を、練習を短くして、午前中１ゲーム、

午後から１ゲームと繰り上げて行われました。 

そうした中でもゲームが

始まるとみなさんゲーム

に熱中して汗びっしょり

になりながら元気に楽

しみました。 

優勝は西宮クラブの山

本チーム(山本メン、山

口メン)、２位はさんだク

ラブの杉村チーム(杉村

メン、森メネット)でした。

３位は神戸クラブの山

口チームでした。 芦屋クラブからは５位に福原チーム(福原

メン、五十嵐ロリス・マゴメット)が健闘して入賞しました。 

ゲームが終わっての印象は、「暑かったなあ」、「スポーツをし

たなあ」、「面白かったなあ」です。猛暑のなか、熱心にお世

話頂いた神戸学園都市クラブの森紘一メン始めリーダーの

皆さんには重ねて感謝を申しあげたいと思います。  

                            都筑省三 

暑さを忘れてゲームに集中           

今年度、六甲部国際交流主査を拝命し初めての行事とし

てローンボウルズ大会を開催した。 

さて、ローンボウルとは・・・皆様ご存知であろうか？？ 

手のひらに入る程度の重いボウルを転がし２０ｍ程度、離れ

た目標球（ジャック）に近づける競技である。ボウルは芝生の

影響で微妙にカーブを描き、投げるボウルの強さと方向を予

測しなければならない・・推理と集中力が大切で対戦相手

のボウルを弾いたりし点数を競うボウリングと氷上のカーリング

にも似た面白いゲームであった。 

参加者は六甲部より２４名で自慢の腕前を発揮していた。 

大会運営には、元学園都市ワイズメンの森様とそのお仲間

の１０名の方々にお世話になり、練習ではインストラクターと

して指導、９組に分かれての対抗戦では審判役もこなして

頂きスームースに進行し暑さを忘れてゲームに集中できた。

大変感謝である。 

さて、競技は１組２名に分かれ対戦した。小生は五十嵐ご

夫妻のお孫さんでフランスから帰省していたロリス君とその友

達とチームを組み大塚チーム（神戸クラブ）、杉本チーム（学

園都市）と対戦した。小生は暑さを忘れ、大きな嬌声を上

げながらボウリングをイメージしながら投げるのであるが、ボウ

ルは思うように目標球（ジャック）に近づかず、悔しかったが次

第にゲームに入り込み夢中になっていた。我がチームのエー

ス、ロリス少年は中々達者にボウルを扱い得点を重ね、小さ

な体で並み居る大人をものともせず腕前を発揮し周りの人

たちを驚かせていた。その結果、ロリス少年の大活躍で見事

に５位に入賞した事を報告する。ロリス少年が嬉しそうに、

楽しそうに、しかも真剣にゲームに集中する姿がなんとも可

愛く印象に残る。昼食時間には、五十嵐ご夫妻と楽しそう

に報告していた。またゲームに参加していたロリス少年の父

であるフィリップ氏にフランス語で一所懸命、説明していたの

が甲斐甲斐しく思え、にこにこと嬉しそうな五十嵐ご夫妻と

頷いているフィリップ氏の雰囲気がとてもいい感じであった。き

っとフランスに帰国したら友達におじさん達やお父さんとやった

愉しかったゲームの事を土産話として自慢気に

話をすることだろう・・・ 

暑い、暑い真っ只中にもかかわらず・・・芦屋ク

ラブより、五十嵐ご夫妻とフィリップ氏、ロリス君、

都筑メン、羽太メン、渡辺ウィメン 桑野ウィメ

ン、柏原ウィメンの参加がありゲームを楽しんで

頂いたと思う。当日は熱中症も心配になる暑

い日であった。次回は、気候のよい秋に開催し

たいと思う。             福原吉孝 

暑かったけれどすご～く楽しい一日でした 

この日、神戸の日中の気温は３５℃、日陰のない芝生の上

でのプレーですから水分補給を怠らないよう十分気を付けな

がら、熱い戦いに臨んだ一日でした。 

ローンボウルとは簡単に言うと、動きはボウリングで、ルールは

カーリングに似たゲームです。芝生の上で２５０ｇほどのボウル

を転がし、目標の玉（ジャック）にいかに近づけるかを競うゲー

ムなのですが、このボウルが完全な球体ではなく、重心が一

方に偏った球なので、まっすぐに転がってくれません。カーブを

予測して目標に近づけるのが

中々難しいのです。しかも得点

方法はカーリングですから、頭

も一杯使わなくてはなりません。

動きと頭を使う、中々したたか

なゲームで思わず真剣に取り

組んでいました。 

私は都筑先生とチームを組ん

で２ゲームを戦いましたが、対戦相手は優勝と２位を獲得し

た強剛チームに当たり、大敗の結果に終りました。 

ローンボウルはイギリスで生まれたゲームとあって、マナーとエチ

ケットが要望されます。これらすべて親切にご指導くださった、

ボランティアの皆様に心から感謝申し上げたいです。参加さ

れた芦屋ワイズの皆様にも本当にお疲れ様でした。暑かった

けれどすご～く楽しい一日でした。謝謝 

                            渡辺倫子 



 

 

 

 

 

第２例会議事録（抄） 

と き： ２０１５年８月２６日（水）   

ところ： 市民会館２０４号１８時３０分～２０時 

出席者：五十嵐政二、上野恭男、柏原佳子、桑野友子、

権甲植、篠坂幸彦、島田 恒、羽太英樹、福原

吉孝、藤田良祐、五十嵐かほる（１１名）敬称略 

議 案 

１）例会の検討 

･１０月例会スピーカー： 李重載牧師（門戸厄神教会）

による「韓国のキリスト教の現状」 

･１１月例会スピーカー： 権甲植ワイズのメンバーズスピ

ーチで「韓国の現況」をトーク 

・１２月恒例のクリスマス祝会 

 プログラムは実行委員を選出して考えるが、今年もカン

トリーバンド＆ダンスをメインプログラムとする 

２）９月、10 月は第２例会をホテル竹園ラルーで開催 

３）今年度予算案と７月度決算報告（羽太会計）を了承 

☆クラブオナロールを今年度より中止する。（６年間の献

金をＪＷＦに献金するとの案が出たが、既にＥＦに献金

送金済み＝西日本区事務局に確認） 

４）今後の予定 

☆９月５日（水） 六甲部部会 

場所： ホテル北野プラザ六甲荘  

会費： 7,000 円 （式典・講演・懇親会） 

時間： １５：００～１９：００ 部会 

参加者： 五十嵐会長、五十嵐かほる、上野、柏原 

桑野、島田、羽太 

☆同日１２：３０～１４：００ メネット会  

   東北支援として手持ちのアクセサリーを献品・販売 

   １００円から１，０００円で販売する 

☆９月１０日（木）の神戸ポートクラブ例会に羽太光子メ

ネット（腹話術）が出演する。芦屋クラブより柏原、桑

野、羽太、島田が参加（申し込み済） 
 
５）行事報告   

☆六甲部ローンボウル会は２５名参加（芦屋１１名） 

☆８月３クラブ合同例会、芦屋は１２名参加。3,000 円

余剰金はニコニコに。 

６）ＩＢＣの為の韓国観光旅行について話し合い 

来春５月ころ韓国インチョンを訪問、緩やかなＩＢＣに備え

る企画を検討。五十嵐会長・福原交流主査を実行委

員とし、権・島田ワイズの協力で進められる。友人を誘い

ＥＭＣも併せて考える 

ＹＭＣＡニュース 

行事報告 
◇第 5 回 I'm a partner Camp 開催 

この夏も福島の子どもたちを招くキャンプが余島で開催さ

れ、多くの子どもたちが福島から参加しました。同時開催

された、第４回福島の子ども保養プロジェクト（コープこう

べ、兵庫県ユニセフ協会、神戸ＹＭＣＡ共催）と合わせて

６２名の子どもたちを迎えました。このキャンプの実施には、

コープこうべの皆さんやユニセフの方々、啓明学院の高校

生など多様な方々の支援がありました。 
 

◇シアトルエクスチェンジプログラム 

７月２７日（月）～８月６日（木）までの１１日間、シアトルで

行われたエクスチェンジプログラムに７名の中高生が参加しま

した。シアトルでは市内観光やキャンプ、ホームステイなどの

プログラムを体験しました。日本文化との違いに不安を抱くこ

ともありましたが、慣れない英語を一生懸命に駆使してシア

トルの人々とコミュニケーションをとり、多くのことを学んで帰国

しました。 
 

☆高校生保育講座 

 高校生が「保育」という仕事について講義と実習を通して

学ぶ「高校生保育講座」が開催され、１４名の高校生が

参加しました。頌栄幼稚園の協力により行われた幼稚

園実習では、子どもと接することだけでなく、保育環境の

整備や子どもたちを迎え入れる為の準備など、様々なこ

とを学びました。 
 
◇ユース・キッズまつり開催 

８月２９日（土）にユースプラザ KOBE・EAST において、ユ

ース・キッズまつりが開催されました。ユースプラザに集う中

高生が、地域の子どもたちを対象としたゲームコーナーや

クラフトコーナーを運営し、自分たちよりも幼い年代の子ど

もたちのために奉仕をしました。キッズダンスの子どもたちに

よるパフォーマンスや、御影高校吹奏楽部による演奏な

ども行われ、賑やかな１日となりました。 

今後の予定    
◇第３３回チャリティゴルフ 

 日 程： １０月２１日（水） 

 場 所： 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース 

 

 編集後記 

◆年度替わりの７月８月ワイズは行事が目白押

し、評議会、アジア大会、ローンボウル開会、六甲

山合同例会ｅｔｃ．ｅｔｃ。暑さにも負けずに参加され

た皆様の報告満載です。◆東京オリンピックのエン

ブレム問題や国立競技場建設等何かと喧しい８

月、北京の世界陸上大会は時差の無い分ＴＶ観

戦は眠さを我慢しなくていい、けど日本人の活躍が

今一つ、ちょっと寂しいです。◆然しもの猛暑も９月

に入って朝夕は少し凌ぎやすくなりました。夏の疲れ

が出ませんようにご自愛ください。     桑野友子

９月のスピーカー 

 

井上真二神戸ＹＭＣＡ総主事 

1987 年神戸 YMCA に入職。 

ウエルネスセンター三宮・学園

都市所長、ウエルネス事業統

括、教育事業統括を歴任。 

２０１５年第１０代神戸ＹＭＣＡ

総主事に就任。 


