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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 
   

新年にあたって 
                     会長 五十嵐政二 

明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いい

たします。 

でもこう書いて考えた。1月1日、この日が年の初めとはどうし

て決まった？どうも春分や冬至のように天文学的に決められ

たのではなくローマ時代に大した根拠もなく決められたみたい。

そうなると世界中、同じだろうか？？ 中国ではご承知のよう

に1月1日よりも春節の方が賑やかだ。日本もかつては旧正

月でも祝った。 正教会ではグレゴリュウス暦より13日クリスマ

スも新年も遅れている。数年前ラオスに行った時「今年の正

月は4月8日（ピーマイラオ）」と言われた。タイも４月中旬にソ

ンクラーンという水かけ祭りで新年を祝う。1年に2度も3度も

正月を祝うところもある。 

私たちはなんとなく世界中でなんでも同じと思っているが、こん

な基本的なことでも差がある。伝統、慣習などいろんなことで

違いがあることを心に留めておかなければならないと思う。男

女、社会的環境の差などいろんな人たちと共に暮らしていか

なければならない。あと半年もそんなことを考えて過ごしたい。

また「一年の計は元旦にあり」という。私の青少年時代は戦

争の時代だった。しかしいいか悪いかは別として皆人生に目

標を持っていたと思う。今の青少年はどうだろう。彼らにはっき

りとした目標を持ってもらうために何かお手伝いができればと

思う。それが私の今年の一年の計です。 

1２月例会出席表 

ＢＦ切手    
累計     ｇｍ 
 

第１例会出席者 

メンバー  １４名 
ビジター ３４名 
ゲスト   １５名 
メネット  ７名 
ｺメット   ２名 
合 計  ７２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   １７名 
（内広義会員１名） 

出席率  １００％ 

ニコニコ 
1２月  9,000 円 
累計 83,506 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」 
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今月の聖句 

すると玉座に座っておられる方が、「見よ、わたしは万物を新

しくする」と言い、また、「書き記せ。これらの言葉は信頼で

き、また真実である」と言われた。また、わたしに言われた。

「事は成就した。わたしはアルファであり、オメガである。初め

であり、終わりである。渇いている者には、命の水の泉から値

なしに飲ませよう。」     ＜ヨハネ黙示録 ２１：５～６＞ 

１月第 1 例会プログラム 

と き： ２０１６年１月２０日(水) 1９：00～2１：00 

ところ： ホテル竹園芦屋          （敬称略） 

司会： 島田 恒ワイズ 
 
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． 食前感謝 

６． 会食・懇談 

７． ゲストスピーチ 

「インド舞踏」 

８．１）第２例会議事録の承認 

  ２）各事業委員の報告 

９．ＹＭＣＡ報告 

10．ニコニコ献金報告 

11．誕生日祝い 

    島田保子メネット・都筑泰子メネット 

13．閉会点鐘             五十嵐政二会長 
    

五十嵐政二会長 

一同 

羽太英樹ワイズ 

島田 恒ワイズ 

柏原佳子ウィメン 

 

ナリニ トシュニワル 

 

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 



 

 

♪♪ カントリミュ－ジックとダンスの夕べ ♪♪ 

今年も大賑わいの愉しいクリスマス会がやってきました。 

大勢のワイズメン、ゲストをお迎えし、芦屋クラブ全員が、楽

しいクリスマスの演出に大活躍であった。今年はフランスでの

テロ等、暗い話題のある中、日本人のノーベル賞、日本ラク

ビーが世界大会で大殊勲を上げ、五郎丸人気が上がり、

スケート世界大会での羽生君の大活躍等、日本人の誇ら

しさを感じる年でもあった。 

冒頭に五十嵐会長より歓迎の挨拶と開会点鐘、ワイズソ

ング斉唱となり、礼拝の部では島田メンの聖書朗読、祈祷

と続き芦屋浜教会の塚本牧師より厳かな雰囲気の中、大

変示唆に富んだ奨励と祝祷を拝聴した。来賓の井上総主

事、進藤六甲部部長の挨拶がありミュージックアワーでは、

ヒルビリー・オーサムズのカントリーミュッジクを楽しみ、シンベエ

とスパイシーエンジェ

ルのダンスを愉しく鑑

賞となった。エンジェ

ル達のテンガロンハッ

トと華やかな衣装で、

クリスマス祝会が楽

しく盛り上がってきた。

その後、食前感謝、

乾杯となり歓談の時間となり、賑やかなカントリーミュッジック

の中、芦屋クラブが準備したワイン、ビール、日本酒など味

わいながら、あちこちから華やかでリラックスした笑いと話声で

溢れていた。クラブ、ゲスト紹介では各クラブメンバーとゲスト

を紹介した。今回も六甲部全クラブから出席があり、嬉しい

ことである。 

いよいよオークションである。堤メン提供の真珠のネックレスは

好評の内に購入となり、ゴルフバック、自家製ジャム、ワイン、

マフラー等々、例年以上の品数と品揃えで進行し、真っ赤

なサンタに変身した

藤田連絡主事から

お客様へ配布を行

い、好評の内に終え

る事が出来た。 

さて、いよいよダンス

タイムとなった。シン

ベエ先生とスパイシーエンジェルの出番となり、華やかな衣装

で雰囲気が盛り上がり、さらにダンスは踊り易いのか、全員

参加となり最高潮の盛り上がりとなった。いい笑顔、笑い声、

楽しそうなダンスは華やかで心地よい雰囲気を醸し出し気

持ちがよい。 

愉しいクリスマス準備、演出、備品搬入等々、無事に成功

したのは、芦屋クラブ全員の尽力の賜物である。参加者を

お見送りする中、「楽しかったです。有難う。」の挨拶は、芦

屋クラブにとって何よりも嬉しい。来年のクリスマス会も頑張っ

てやりましょう・・・ 

芦屋クラブの皆様、本当にご苦労様でした。有難うございま

した。                        福原 吉孝  

 

♪♪ 「心からの贈りもの」 ♪♪ 

真っ白なテーブルクロスに真っ赤なセントポーリアの花が際立

つ席は全て埋まり、カントリーバンドの皆さまの音合わせの楽

器の音色も、リハーサルの踊りの息遣いもおさまりクリスマス

司会コンビも 3 回を数え息もぴったり、今年のクリスマス祝会

がスタートします。 

井上真二総主事が赤

いサンタの帽子をかぶり

颯爽と若々しい身のこ

なしで壇上に、今回初

めてのご挨拶をいただ

きます。芦屋浜教会塚

本潤一牧師は身振り

を軽やかに添えて「心

からの贈りもの」と題されクリスマスメッセージを伝えてください

ます。続けてお祈りが奉げられます。高音の美しい声で始ま

った「荒れ野のはてに」には最後までついていけず来年は男

女混声で自信のある方に唄っていただくのも良いかななどと

フト考えます。周到な準備のもとに結成されたヒルビリー・オ

ーサムズの演奏はこのまま踊らずに耳を傾けていたいほど素

敵です。そのスマートな伴奏をバックに、「シンベエせんせ～」

そこまでは良かったのです。リハーサルでは上手く行ったはず

なのに出足が揃わずスパイシー・エンジェルは少し残念です。 

今回初めて参加くださった進藤六甲部部長の軽妙なご挨

拶と静かな多胡六甲部直前部長の食前感謝から第 2 部

が始まります。会場は竹園Ｈのご尽力のお食事とフリードリン

クで六甲部カラー一色です。さて早、ゲスト・ビジター紹介を

する時間です。ここまでに打ったメールはどれくらい？何度、

期待と不安でドキドキしながらメールを開けたことでしょう。今

回はいつもより多くのゲストとは対照的に行事が重なり他ク

ラブからのビジターが予想よりも少なく、各クラブ会長からの

丁寧なお言葉は心に沁みるものの灰色ゾーンです。それだ

けに圧巻は西宮クラブさまのなんと 18 名もの参加メールを開

けた時は薔薇色になりました。 

オークションは昨年の反省も踏まえ、テキパキと。リズム良くタ

イミング良く完売です。協力いただいた 78,600 円は井上総

主事に会長から贈呈いたしました。さあ、スパイシー・エンジェ

ルの最後の出番で

す。カントリーダンス

の輪が大きく広がり

演奏も興にのりフィナ

ーレへと絶好調！笑

顔が溢れます「きよし

この夜」とともに五十

嵐会長の閉会点鐘

が響きました。クラブファンドの四国馬路村のポンズもテーブ

ル花も完売！神様は個々にタラントをあたえてくださっていま

す。一人々が与えられたタラントを惜しみなく発揮した時、そ

れは喜びという神様からの「心からの贈りもの」を戴けたのだと

思います。                      柏原佳子 

２０１５年芦屋クラブクリスマス祝会 



           

♪♪ 神戸クラブ ♪♪ 

ＪＲ元町駅を降りると大変な人の流れに取り込まれてしまい、

広い道を横切るのは大変でした。人垣の向こうにパッと現れ

たのは、爽やかなブルーがひときわ目立って輝く今年のルミナ

リエ。神戸クラブのクリスマス例会はこの近くの瀟洒なレストラ

ンで行われました。 

第１部は礼拝、中道基夫牧師にメッセージをいただき、第２

部はソプラノ歌手清水美也子さんのコンサート、続いてみん

なで歌ったクリスマスメドレーは心なしか何オクターブもトーン

が上がっているかのようでした。和気藹々グラスを合わせる音

と笑い声がテーブルからテーブルへとひびきあい、人と人との

距離を縮め、そして Y’s らしく（！！！）どこか品良く楽しく

盛り上がりました。また、私にとっては古巣で居心地の良いメ

ネット会に溶け込ませていただき、新しく若いお仲間にも出

会い、恵まれたアドベントのひと時でした。 

                                五十嵐かほる 

♪♪ 神戸西クラブ ♪♪ 

神戸西クラブのクリスマス例会は１２月１２日(土)、グリーンヒ

ルホテルで開かれました。上野兄と都筑が参加しました。 

１部は礼拝で、１２時から大田厚三郎会長の司会、説教

は相浦和生牧師(元神戸栄光教会牧師)の「神の言葉が

実現するとき」という題で、聖書の「主がおっしゃったことは必

ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう」というメッセージ

を語られました。ＹＭＣＡも教会も主の言葉が必ず実現する

と信じる者の群だと熱く語られました。その後会食となり、お

いしい料理とお酒を頂きました。美味しかったです。 

２部は岡山ワイズの司会とギターで、ゲームありビンゴあり歌

あり、賞品ありで楽しい時間となりました。あっという間に３時

の閉会時間となりました。出席者は会員８人、ゲスト３人、

ビジター４人の計１５人でした。家庭的なあたたかい雰囲気

の中、参加者全員が楽しんだ恵まれたクリスマス会でした。 

                                     都筑省三 

♪♪ 宝塚クラブ ♪♪ 

１２月１２日（土）宝塚ホテルで開催されたクリスマス例会に

坂東さんと一緒に参加した。今回は大阪セントラル、大阪

なかのしまクラブとの合同例会であった。３クラブはいずれも

女性会長でつながりがよく、８０名参加の賑やかな例会であ

った。芦屋クラブにもよく出席してくださる宝塚クラブの方々、

顔見知りの大阪の方々とも交流を温め、同じテーブルの

方々ともワイズメンの共感をもった交流ができた。 

礼拝、着席会食、ピアノ・フルート・ボーカルの家系を共にす

る女性トリオの演奏、と続き、宝塚クラブ定番のハワイアンも

華やかに披露された。３クラブから持ち込まれた沢山の商品

をめぐってオークションが人気を誘った。武田さんが校長を務

める製菓専門校で作られたシュトレーン（クリスマスモチーフ）

が販売された。坂東さんは２本、島田は１本とオークションで

仕留めた新潟新酒をゲットして気持ちよく帰路についた。 

    島田 恒                                  

  

♪♪ 西宮クラブ ♪♪ 

１２月１２日（土）素晴らしいサンセットを期待し、少し早めに
会場のレストラン・オーシャンビュー須磨に到着。だが残念な
がらその時刻に限り曇り空で期待外れとなる。定刻５時に
開会点鐘、ワイズソングの斉唱で X'mas 祝会がスタート。◆
山口政紀ワイズによる聖書朗読、祈祷が行われその後、浅
野会長によるゲスト、ビジターの紹介では神戸ポートクラブ
丹羽和子・美賀多台教会牧師、大野勉、同夫人・智恵
ワイズ、芦屋クラブからは桑野、柏原ワイズ及び畠中メネット、
琶子ちゃんと私が紹介され
た。◆続いて丹羽和子牧
師により開会礼拝・奨励が
行われ、讃美歌「きよしこの
夜」斉唱と続き、手作りの
〔影絵〕でもって《天使とマリ
ア》の場面から《イエスの誕
生》に至る５場面のお話が厳かに行われた。◆山口政紀ワ
イズによる食前感謝と大野ワイズの乾杯の音頭で「メリークリ
スマス！」。そしてビュッフェ スタイルによる会食に入る。◆窓
越しに見える須磨水族館が美しいミニミニ・ルミナリエに変身
していた。◆食事の中頃から恒例のカントリー バンドの演奏
と西宮・芦屋クラブ合同によるダンスチーム「スパイシーエンジ
エル」の登場により、華やかなムードが会場一杯に漂い、こ
れに男性ワイズが加わる。例年の風景とは言え、この和やか
さこそ「ワイズメンズクラブ」そのものと、、。 その後、芦屋クラ
ブがアピールに立ち「芦屋クラブ X'mas 祝会」へのお誘いを。
又、コメットたちには X'mas プレゼントが、、。こうしていつもな
がらの、ほのぼのとしたアットホームな西宮クラブの X'mas 祝
会の閉会点鐘の響きが心地よく、、。       篠坂幸彦 

� 「プレゼントもらってうれしかった。クリスマスだいすきです。」 � 

♪♪ 神戸ポートクラブ ♪♪ 

１２月１０日、グリーンヒルホテル神戸で開催された神戸ポー

トクラブのクリスマス例会に福原メンと一緒に参加した。 

我々芦屋クラブの他にＤＢＣ東京むかでクラブから３名のメン

も遠路はるばる見え、総勢２０名ほどの和気藹々の会であ

った。 廣瀬献児会長の開会点鐘で始まり、ワイズソング、

聖句朗読・祈祷と続き、その後ホテルの美味しいと評判のビ

ュッフェの食事で歓談・・・。神戸ポートには音楽好きが多い

と見えて、食後は「音楽の

贈り物・・・一人一芸」の

時間が設定され、クリスマ

スソングや、若い頃のリー

ダー時代を思い出しなが

ら、懐かしのキャンプソング

の数々が飛びだした。 

♪♪わが元離れ去りゆける懐かしき友よ！今、再び帰り来

る我らのもとへ・・・あぁ、懐かしきかな。いざ歌わん♪♪ わ

たしも大野メンのギター伴奏で歌う羽目になった。学生時代

を思い出しながら・・・。楽しく時間は過ぎて行き、アピールタ

イムに福原メンより２３日の芦屋クラブ・クリスマス祝会のお

誘いをしてグリーンヒルホテル神戸を後にした。  羽太英樹 

六甲部各クラブクリスマス祝会訪問記    

畠中琶子 



 

 

 

 
 
 

第２例会議事録（抄） 

と き： ２０１５年１２月１６日（水）   

ところ： ホテル竹園芦屋ラ・ルー  １８：３０分～２０時 

出席者：五十嵐政二会長、上野恭男、柏原佳子、桑野

友子、島田 恒、篠坂幸彦、羽太英樹、藤田良

祐､五十嵐かほるメネット（９名）  

議 題 

◇１１月会計報告が羽太会計より報告があり承認。 

◇１２月２日、畠中光成ワイズ主催の忘年会報告があり

（芦屋クラブから参加者５名）クリスマス会に２名の参加

者を勧誘出来た。 

◇12 月クリスマス祝会の打ち合わせ 

・当日の流れを藤田連絡主事より読み上げ、各メンの

役割を確定させた。 

・神戸、西宮、神戸西、神戸ポート、宝塚など各クラブ

へのクリスマス会アピール訪問の報告がされた。 

・チャリティ・オークションの献品をチェックし、更に当日ま

でに寄品をメールで呼びかけることとする。 

◇韓国への来春の旅行企画について、いまひとつ乗り気に

なってもらえていないので、との意見あり。時間がなく次回

持ち越しとなる。 

◇ＢＦ使用済み切手整理はＹＹフォーラムまでに日時を決め

て行う。                福原ＢＦ・交流主査 

*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 

クリスマス祝会オークションから 

ジャムを買って頂けるか？とても心配

していて、オークションの直前までドキ

ドキしていましたが、「リンゴジャムを

全部買ってもらえてよかった。気に入

ってもらえると嬉しいね。来年はもっと

たくさん作ろうね！」と安心し、喜ん

でいました。    畠中由圭・琶子 
                      
柏原様ご提供のゴルフバック

戴きましたので、来年はクラ

ブも買い換えて心機一転ゴ

ルフに頑張ってみたいと思っ

ております。チャリティーゴルフ

でお会いできること楽しみに

しております。 

   西宮クラブ 丸山悦治 

 

 
 

◇国際協力募金 街頭募金 

１２月１３日（日）に「世界の子どもたちが子どもらしく生き

るために、学習する機会や遊ぶ機会に恵まれるように」と

願い、 神戸 YMCA メンバーやボランティア、ワイズメンズク

ラブ、専門学校日本語学科学生、奨学金受給生、スタ

ッフなど延べ３１名の方々にご参加いただき、街頭募金

活動を行いました。 皆様のご理解とご協力により、

64,340 円の募金が集まりました。 街頭募金活動にご協

力いただき、心より感謝申しあげます。 

◇日中韓ＹＭＣＡ平和フォーラム 

１２月１９日～１２月２３日、中国の南京市において「第

６回日中韓ＹＭＣＡ平和フォーラム」が開催されました。 

３か国からシニアとユースを合わせ約８０名の参加者が集

い、神戸からもユース委員１名、スタッフ１名が参加いたし

ました。期間中は、「グローバル社会における平和教育」

と題した基調講演に始まり、南京大虐殺記念館への巡

礼、ユースとシニアに分かれた平和についてのセッションな

ど、過去の歴史についての学びと今後の YMCA としての

平和教育活動について議論が交わされました。日本と中

国・韓国それぞれの交流の歴史を感じ、「平和」について

深く考える良い学びの機会となりました。 

◇YMCA ブランディング・プロジェクト 

全国の YMCA では「より多くの人に選ばれる」「必要として

いる人に存在を知らせる」「関わる人がより誇りと愛着を

持てる」YMCA を目指して YMCA ブランディング・プロジェ

クトに取り組んでいます。その一環としてのオンライン調査

を行い、神戸 1,280 名、全国で 11,301 名の YMCA に関

わる方々にご協力を賜りました。心より御礼申し上げます。

今後は、外部調査、ワークショップ等を行い、データをまと

め、YMCA の在り方を創造し、深めることに取り組んでい

きます。 

 *～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 
今後の予定    
◇留学生交流会 

日時： ２月３日（水） １８：００～２０：００ 

場所： 渡辺農園 ブルーミンメド－ 

◇神戸ＹＭＣＡ ＹＹフォーラム 

日時： ２月６日（土） １３：００～１７：００ 

場所： 神戸栄光教会 

テーマ： ブランドの再生～神戸 YMCA の宝探し～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記： 明けましておめでとうございます。 

今月号はクリスマス祝会一色です。芦屋クラブは勿論

六甲部の各クラブも趣向を凝らして楽しいクリスマス祝

会を催された様子が、皆さまの報告から読み取れま

す。活発な投稿と細心の校正でブリテンが出来上がり

ます。これからは報告だけではなく、皆様の趣味や日

頃考えること等のエッセーも掲載したいと思います。 

今年もどうぞよろしくお願い致します。    桑野友子 

 

ＹＭＣＡニュース スピーカープロフィール 

Nalini Toshniwal （ナリニ トシュニワル） 

インド在住の幼少期よりインド古典舞踊カタックを習得

し、世界各地で公演活動を行う。 

１９９２年に日本に移住し、兵庫県芦屋市にルチカ・イン

ディアンダンス・アカデミーを設立。 

生徒達に指導を行いながら 自身もパフォーマーとして、

ダンスを通じての国際交流に取り組んでいる。 


