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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 
   

「Ｙサ力」を高めよう 
次期会長 上野 恭男 

「Ｙサ」はＹＭＣＡサービスの略で、ワイズメンズクラブで使用さ

れます。そもそも、ワイズメンズクラブそのものがＹＭＣA に対

する奉仕クラブなのですから、4 月の強調月間がＹサであれ

ば、特に覚えて活動しなさいとでもいうべきでしょうか。 

芦屋にはＹＭＣＡがありませんが、11 月のチャリティラン、1 月

はＹＹフォーラム、2 月は留学生交流会とＹＭＣＡとの目に見

える交流があります。4 月には芦屋さくら祭り出店に際し、中、

高生が御影クラッセから応援に来てくれます。 

こういうときにユースと話し合う機会がありますが、貴重な経

験と考えて大いに交流をしていただきたいと思います。 

ＹＭＣＡは来年 4 月には加納町に新館が完成し戻ってきま

す。チャペルでの交流も復活しますので楽しみにあと 1 年間

過ごしましょう。 

Ｙサ・ユースの西日本区への献金目標は 2,000/人です。芦

屋クラブは 100％を今期達成していますので、これからの目

標は更なるＹＭＣA 理解を深め、河合久美子Ｙサ事業主

任の事業方針「Ｙサ力」を高めることではないでしょうか。 

ＹＭＣＡはかっての社会的な高い評価を失いつつあります。

伝統に裏打ちされたブランドの再構築、リ・ブランディングをＹ

ＭＣA 同盟レベルでやろうとしています。かっての栄光あるＹ

ＭＣA にするために我々自身のＹＭＣA への熱い心が求めら

れているのです。 

3 月例会出席表 

第１例会出席者

メンバー １2 名
ビジター  ４名
ゲスト   5 名
メネット  ２名 
ｺメット   名
合 計  23 名

例会出席率 

出席者  １２名 
メイクアップ  １名 
合 計   １3 名 
在籍者   １７名 
（内広義会員１名） 

出席率 81．3％ 

ＢＦ切手    

累計  ｇｍ 

 

ニコニコ 

３月   16,188 円 

累計 128,744 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」 

今月の聖句 

始めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。こ

の言は、初めに神と共にあった。 

＜ヨハネによる福音書 1:1-2＞ 

“To acknow ledge  t he  du ty  t ha t  accompan i es  eve ry  r i gh t ”  
A f 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  

4 月第 1 例会プログラム 

と き： ２０１６年４月２０日(水) 1９：00～2１：00７ 

ところ： ホテル竹園芦屋          （敬称略） 

司会： 篠坂幸彦ワイズ 

 

１．開会点鐘 五十嵐政二会長 

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    

５．食前感謝 都筑省三ワイズ 

６．会食・懇談    

７．ゲストスピーチ 津田公子  

     「犬をもっと楽しく」        盲導犬協会講師 

８．１）第２例会議事録の承認 五十嵐政二会長 

  ２）各事業委員の報告 各事業委員 

９．ＹＭＣＡ報告 柳原謙介連絡主事 

10．ニコニコ報告 島田 恒ワイズ 

11．誕生日お祝い 

島田 恒ワイズ、福原吉孝ワイズ 

田舍利子メネット、崔和子メネット 

12．閉会点鐘 五十嵐政二会長 



３月第１例会報告 

日 時： 2016 年３月１６日（水）19：00～21：00 

場 所： ホテル竹園芦屋             （敬称略） 

出席者：五十嵐会長、上野恭男、柏原佳子、桑野友子、

篠坂幸彦、島田 恒、堤 清、都筑省三、羽太英

樹、福原吉孝、坂東幸子、（各メン）、五十嵐かほる、

畠中由圭（各メネット）、藤田良祐連絡主事 

ゲスト： 中進一郎、赤賀幸一、長竹孝夫、高木かおり、 

柳原謙介次期連絡主事 

ビジター：山本容子、宮地京子（西宮クラブ） 

菅原 進、川崎孝子（神戸クラブ） 

３月度例会は何時もの例会の通り五十嵐会長の開会点

鐘で始まった。クラブソング斉唱、聖書朗読があり、ゲストの

紹介では２度目のご参加の長竹孝夫氏、西宮クラブからの

メネット様を初めとして多数の紹介があり愉しい食事会とな

った。今回は篠坂メンのご手配で「カントリーミュージック」の

演奏とお話が企画された。今回ゲストに迎えた方は昨年の

クリスマス会でお世話になった「ヒルビリーオーサムズ」のメンバ

ーから中進一郎氏と赤賀幸一氏の２名で愉しいカントリー

演奏と篠坂メンよる軽妙洒脱な解説等があり、華やかで楽

しい時間となった。 

篠 坂 メ ン

の解説で、

カントリー

はジミーロ

ジャースに

始 ま り 、

も有名

なハンク・

ウ ィ リ ア ム

スに繋がる歴史の解説があり、日本でも多くの若者がアメリ

カンミュージックに大変な影響を受け、日本でもカントリーミュ

ージックで有名なジミー時田を初め小坂一也等がプロとして

人気をはくし、各地でアマチュアバンドが出来、ラジオからカン

トリーミュージックが流れていたのを思い出していた。 

アメリカン・ルーツ・ミュージック年表を見ながら解説して頂き、

篠坂メンの博識と見識には驚かされ思わず、なるほどなーと

頷いていた。さらに歌と演奏が加わりとっても懐かしいキング

ストントリオのトム・ドウリー、を皮切りに、ハンク・ウィリアムス

の I Saw the Light、マイオールドケンタッキホーム、テネシーワ

ルツ等を拝聴できタイムスリップした様であった。 

演奏してくれた中道氏、赤賀氏からは学生時代にバンドを

組み現在まで演奏活動を続けておられると聞いた。同じテ

ーブルで食事をしながら懐かしい貴重なお話を聞くことが出

来大いに盛り上がった。この様な企画して頂いた篠坂メン、

中道氏、赤賀氏に大いに感謝したい。続いて第二例会議

事録の承認、各事業委員より報告があった。 

今回藤田良祐連絡主事の交代があり、後任の柳原謙介

次期連絡主事より挨拶があった。 

柳原連絡主事にはこれから宜しくお願い致します。誕生祝

いがあり、五十嵐会長より閉会点鐘となった。 後に、藤

田連絡主事には五年間色々とお世話になりました。西宮に

ご栄転との事、今後の益々のご活躍をお祈りしております。

長年有難うございました。             福原吉孝 

西宮クラブ例会とチャリティコンサート 

3 月 12 日、西宮クラブさまから第 1 例会にじゃがいもファンド

委員への呼ぶかけがありファンド委員の代理で参加いたしま

した。 

北海道十勝クラブから 3 名のワイズメンが訪問され、なんと

九州から、前日は京都ＷＥＳＴクラブにとお礼行脚をされて

こられたとか！ 

十勝のジャガイモファンドは京都ウェスト森田恵三ワイズが

「北海道に花嫁を！」と呼びかけられ日本区全体の事業に

発展したものです。芦屋クラブは 10 年前に上野恭男ワイズ

が西宮クラブに働きかけじゃがいもファンドが始まりました。歴

史の差は大きく芦屋のファンドは細々ですがファンド委員の

桑野・福原・堤ワイズが頑張ってくださっています。例会後は

恒例の和風レストランに移動し十勝クラブのワイズとも十勝

で行なわれたアジア大会・東日本区大会の話題が広がり

「良いお土産ができた」と。 

同時に東日本大震災応援にスパイシーエンジェルのみなさ

まはじめメネット８名が立ち上がられ、壮行会が行なわれま

した。 

3 月 19 日、西宮のメネットさん主催の東日本震災支援チャ

リティ・JAZZ コンサートが、賀川記念館で行われました。芦

屋のクリスマス例会や武庫川の凧揚げにも足を運びアピー

ルに頑張られていた結果でしょうか、１２６名が集まりました。

メンバーとメネットがレイアウトされた会場で楽しくおもてなしを

され、西日本区メネット事業主任にチャリティ募金の贈呈が

ありました・ 

芦屋クラブからも五十嵐会長夫妻はじめ参加とチケットに協

力したことを感謝していただきました。改めて芦屋のクリスマス

例会に毎年２０名近くで参加くださるのを忘れてはいけない

と思います。３月２８日今日、伊丹を出発されるとか、夫君

の応援を受け、生きいきとされたメネットさんたちのご活躍を

心から素晴らしい！と思います。         柏原佳子 

六甲部第２回評議会 

３月５日（土）、ホテル竹園芦屋にて協議会が開催されまし

た。開会点鐘の後、山口書記より定数確認、８クラブから

議決権を持つ５０名の出席で会は成立しました。 

進藤部長は第１回評議会、六甲部部会、ＹＭＣＡ会館起

工式、チャリティーラン等々７月から２月までの活動を報告、

中でも「越冬大作戦」と銘打ってＹＭＣＡ日本語学校のアジ

ア留学生の冬越え毛布集めは芦屋クラブも大きく協力した

だけに楽しい話題でした。 

続いて中間会計報告では質問・疑問がかなり出されました。

役員は１年毎の交替ですから、予算作成は前年度を踏襲

します。期中に大きく活動すれば予算をオーバー、何もしな

ければ予算が余る。今後、「検討の必

要あり」です。 

主査・会長報告の 後はわが芦屋ク

ラブ五十嵐会長、「毎月の例会で『フ

ランスの社会生活慣習の違い』、『韓

国のキリスト教の歴史と現状』、『インド

舞踊を通してインドの歴史と舞踊の成



り立ち』等、国際色豊かな話題を、後半も『アメリカのカント

リーミュージック』や『トリニダードオバゴのスチールバンド』と盛

り沢山なプログラムを用意している。また、恒例の２月の留

学生交流会は今年も中国・台湾他からの留学生３０名を

招待して楽しい交流が出来た。」と報告されました。 

次期六甲部長井部長の次年度活動方針・計画の発表の

後、次次期部長の選任の段階で時間切れとなり継続審

議となりました。 

１０分遅れで始まったパネルディスカッションでは高校生やリー

ダーたちがアジヤ・ユース・コンボケーション、シアトル留学、タ

イワークキャンプ、日中韓のＹＭＣＡ平和フォーラムでの体験

を熱く語りました。彼等のこれからの人生に大きく役立つこと

でしょう。                       桑野友子 
 

懇親会は少し遅

れて始まりました。

お食事の量は豊

富で、前菜、スー

プ、お魚、ステー

キにデザートと随

分沢山頂きました。

六甲部のご厚意

で娘もおいしいキ

ッズプレートを頂きました。どのテーブルでも和やかに話がすす

み、会場全体和やかなムードでした。 

クラブのアピールタイムには芦屋クラブのさくら祭りでの出店を

お知らせする事が出来ました。商工会議所の実行委員も

おられ、さくら祭りの良いアピールになりました。宝塚クラブか

ら武庫川河川敷での凧揚げ開催のアピールがありました。 

３月１１日の凧揚げには、娘と娘のお友達と一緒に参加し

ました。当日は、宝塚クラブ、西宮クラブの多くのメン、メネッ

ト、西宮 YMCA 職員で娘が参加する野外活動責任者の

坂田さん、キャンプリーダーもお手伝いに参加されていまし

た。 

持参したお弁当を食べてから、白い凧に好きな絵を描いて、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

いざ凧上げへ。阪神自立の家から出てすぐの所が武庫川 

河川敷です。風が強く、凧はよく揚がりました。空を舞う凧に

子供たちも大人も喜んで、あちこちで歓声があがりました。 

凧揚げの後は温かいお汁粉を頂き、ハンドベルコンサートの

開始です。皆さん、美しい音色に癒されたことと思います。 

                            畠中由圭 

連絡主事交代・歓送迎会 

神戸ＹＭＣＡの人事異動で４月から芦屋クラブの連絡主事

が藤田良祐氏から柳原謙介氏に交代されることになった。 

３月２３日の夕、五十嵐会長夫妻がお宅を開放してくださり、

第２例会の後、お別れと歓迎の会が行われ１５名の参加を

得た。藤田氏は５年にわたり芦屋クラブとＹＭＣＡの大切な

橋渡しをして下さった。芦屋クラブ恒例の「ＹＭＣＡ留学生

交流会」や「さくらまつりやチャリティーランのチヂミの店」には

担当されていたユースプラザＫＯＢＥ・ＥＡＳＴの中高生たちの

参加を企画実行してくださったり、１５周年記念講演会やク

リスマス例会の運営の緻密なフォロウをしていただいたりして

若さを発揮して芦屋クラブの活動に貢献されました。感

謝！ 新任の柳原氏にも大いに期待しながら権甲植メンの

祈祷の後、ポトラックのご馳走にみな舌鼓を打ちながら歓談

のひと時を過ごすことが出来た。歓送迎会に色を添えるパフ

ォーマンスがあった。それはたまたま五十嵐宅にホームステイ

しておられた「知る人ぞ知るチター奏者のトミー・テマーソン氏」

の生演奏を間近で聞くことができたのです。   羽太英樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡主事としての 5 年間 
芦屋ワイズメンズクラブ連絡主事としての 5 年間、暑い日も、寒い日も、雨の降る日も、例会がある第 3・4 水曜日は芦屋

まで通いました。正直に申しますと、仕事が重なり、例会へ参加をすることを億劫に感じる時もありました。しかし、例会で

芦屋クラブの皆さまに会って、共に時間を過させていただいて、帰路につく頃にはいつも疲れを忘れて楽しい気持ちになって

いました。それは、芦屋クラブの皆さまがいつも、YMCA を支え、YMCA と共に歩もうとしてくださっていると感じたからです。 

「ユースプラザに集う中高生に、多様な年代の方々と接する機会をもってもらいたい」芦屋クラブの皆さまは、そんな私の思

いを受け入れてくださり、桜まつりや留学生交流会、チャリティーランなどで中高生と活動を共にしてくださいました。いつも

私が見ている中高生の違った一面を見ることができる、とても貴重な機会でした。六甲部、西日本区の中に、大学生を

中心としたユースボランティアと活動を共にされているクラブは多いですが、中高生と活動をされているクラブはそう多くは見

受けられません。これからも、中高生世代の若者との交流を大切にしていただき、YMCA と共にユースの育成に取り組んで

いただきますよう、この場を借りてお願い申し上げます。 

芦屋クラブの連絡主事として、芦屋クラブの一員として、少しでも皆さまのお役に立てるよう、誇りと責任を持って活動を共

にさせていただいてきたつもりです。西日本区大会、桜まつり、15 周年、クリスマス祝会、月々の例会など楽しい思い出ば

かりです。そんな芦屋クラブから離れることを、とても寂しく感じていますが、西宮でも YMCA スタッフとして多くの子どもたちや

地域の課題に向き合って参ります。芦屋クラブの皆さまが、ワイズメンとして YMCA と共にいてくださる時、私はどこにいても

皆さまを近くに感じることが出来ます。これからも YMCA と共に生きる者として、皆さまと一緒に歩んでいきたいと思います。 

後になりましたが、芦屋クラブが 20 周年へ向けてますます発展されること、そして皆さまの健康が守られることを、心より

お祈りしております。5 年間、ありがとうございました。 

藤田良祐 



 
 
 

 

 
 

第２例会議事録（抄） 

と き： ２０１６年３月２３日（水） １８：１０～１９：０５        

ところ： 五十嵐会長邸１Ｆ．           （敬称略） 

出席者： 五十嵐会長、上野、柏原、桑野、権、篠坂、 

島田、堤、羽太、坂東、福原、羽太（各ワイズ）、

藤田連絡主事、柳原謙介次期連絡主事、 

五十嵐かほる、羽太光子（各メネット） 

司 会：  五十嵐会長 

 

議事・報告 

１）４月第１例会はホテル竹園３Ｆ 

２）今後の例会予定 

･４月２０日（水）第１例会 盲導犬 

･５月１８日（水）第１例会 トリニダードトバゴ・スチー

ルバンド演奏？ 

･６月 15 日（水）第１例会 カポエラ（ブラジル格闘技）

or チター交渉中  

３）２月会計報告が会計羽太英樹ワイズよりあり、承認 

４）「さくら祭り」の担当上野恭男ワイズから説明があり、シフ

ト、機材などの搬入の手順を決定 

５）ロースターの住所確認し、柏原書記が「洛陽」に送付す

ることとする                    

６）韓国旅行（６月６日～８日）参加者の申し込み用紙を

権甲植ワイズに提出。４月第１例会前に集り、打ち合

わせをすることにした 

７）藤田連絡主事・柳原次期連絡主事の歓送迎会を引き

続き五十嵐邸３Ｆ．にて開催 

*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 
今後の予定 

・六甲山ＹＭＣＡに集まろう！  

４月１６日（土）１０：００～  

六甲山ＹＭＣＡは阪神間を一望に見下ろす、六甲山頂に

位置する素晴らしい施設です。この素晴らしい六甲山Ｙ

ＭＣＡの諸施設の整備・掃除をご一緒に行いましょう！ 

･チャリティコンサート(神戸ポートクラブ主催) 

 「フルートとお琴のしらべ」 

 ４月１６日（土） １４：００～ 

 神戸聖愛教会（新神戸駅南へ６分） 

  ※柏原書記がチケットを預かっています 

・第１９回西日本区大会 

 ６月２５日（土）・２６日（日） 

 ツイン２１ＭＩＤタワー＆ホテルニューオオタニ大阪 

・六甲部次期準備役員会 

 ５月２８日（土） １４：００～１８：００ 

 賀川記念館（予定） 

 

 
 

◇日本語学科スピーチコンテスト 

３月２日、神戸 YMCA 日本語学科とコミュニカ学院の共

催でスピーチコンテストを行いました。これは、日本語学

科の学生が日頃の学習の成果を発表する機会として開

催しており、参加者がそれぞれの思いを日本語で伝える

熱いスピーチを行いました。このスピーチコンテストには、ワ

イズメンズクラブ及びその他の団体から多くの協賛をいただ

いています。心より感謝申し上げます。 

◇卒業式・卒園式 挙行 

３月には専門学校、高等学院、保育園、幼稚園で卒

業式、卒園式が行われました。それぞれ少しずつ異なる

趣向の卒園式、卒業式でしたが、いずれも親子共々に

嬉しく、誇らしげに胸を張って YMCA 巣立っていきました。 

これからも、YMCA で育った子どもたちや学生が、目に見

えない大きな力で守られ、導かれていることを信じて、逞

しく成長していってくれることを願っています。 

◇ユースプラザ KOBE・EAST 運営主体 

神戸 YMCA は神戸市から運営主体としての選定を受け、

ユースプラザ KOBE・EAST（神戸市東灘区）の運営を行

っています。この度、開所以来３度目となる運営主体公

募が行われ、神戸 YMCA が新たな 4 年間の運営を担う

団体として、神戸市からの選定を受けました。これからも

ユースプラザに集う中高生が、活き活きと活動することが

できるよう努めていきます。 

◇イースター早天礼拝 

３月２７日、神戸 YWCA・神戸 YMCA のイースター早天

礼拝を、東遊園地で守り、参加者８９名で主の復活をと

もに喜び、祝うことができました。日本聖公会神戸聖ヨハ

ネ教会の藤井尚人司祭を迎え、「イエスさまが呼んでいる」

と題してメッセージをいただきました。新しく始まる 2016 年

度、YMCA を通して新たに出逢う一人ひとりの名前を呼

びながら、歩みを始めていきたいと願うひと時でした。 

*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 

ＹＭＣＡ今後の予定 

・神戸 YMCA 創立 130 周年記念日礼拝 

 日 時： ５月８日（日）１６：00～ 

 場 所： 日本基督教団神戸教会（神戸市中央区花隈） 

 説教者： 菅根信彦牧師（神戸教会） 

・第３４回チャリティゴルフ大会 

 ５月１１日（水） ８：００スタート 

千刈カントリー倶楽部 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記： ◇卒業・入学・入社・異動と年度替わり

は悲喜こもごも、希望をもって新しい気持ちでスタートし

ましょう。◇さくら祭りのお天気は？桜は８分咲き？満

開？とブリテン編集をしながら「春の心はのどけからま

し」、このブリテンがＨＰアップされる頃、さｱーどんな結果

でしょうか？◇ワイズの年度替わりは７月、今は西日本

区大会の準備に追い込みをかけている頃でしょう。多く

のメンバーで参加したいものです。      桑野友子 

４月スピーカープロフィール 

津田公子氏  兵庫県盲導犬協会講演会講師 
犬会話教室 KENKENCLUB しつけインストラクター 
大阪音楽大学フルート科修了 
DINGO 認定インストラクター・マスターインスＴラクター 
室内トレーニングジムでしつけ方を教える教室開催 
問題行動解決クラス、しつけ方のプロ養成コース開催 

ＹＭＣＡニュース 


