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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 
   

１年を振り返って 
                           五十嵐政二 

長かったような短かかったような 1 年だった。だったというにはま

だ早すぎるといわれそうだが。一年前は例会に何をしたらい

いのか悩んでいた。その時頭に浮かんだのは私たちには非日

常的なことだけど関心が持てそうなことを取り上げてみてはと

いうことだった。そこでまず手始めに「フランスと日本・男と女」

という題で座談を試みた。座談は自分が出した話題につい

ては頭に残っているとおもう。次は IBC を見据えて 韓国のキ

リスト教の歴史と現状を学んだ。今月は実際に行って目で

見てみようということになった。クリスマスは例年のように多くの

お客さんをお迎えしてカントリーダンスで花を添えた。 また恒

例になったＹＭＣＡ語学学校の留学生を招いてのパーティも

今年は節分と重なったので豆まきを楽しんだ。昨年もだが日

本の女子生徒は欧米系の男子学生がお好みのようで熱心

に話しがはずんでいた。また私たちがふだん接することが少な

い外国を代表的な芸能を歴史や民俗的な背景から理解

することを試みた。インドカシミールの舞踊、カントリーミュージ

ック、トリニダードトバゴのスチールパンのほかにブラジルのカポ

エイラを予定している。また金魚から人までを例にコミュニケー

ションのとり方を学んだ。このように今まであまり接することが

なかった世界を覗き見る助けになったとすればとても嬉しいこ

ととおもいます。        

５月例会出席表 

第１例会出席者 
メンバー  １３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  １８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   １７名 
（内広義会員１名） 
出席率 81．3％ 

ＢＦ切手    

累計  ｇｍ 

 

ニコニコ 

５月  22,251 円

累計 162,995 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 

「お前の名は何というのか」とその人が尋ね、「ヤコブです」と答

えると、その人は言った。「お前の名はもうヤコブではなく、これ

からはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と闘って勝ったから

だ。」               ＜創世記 ３２：２８～２９＞

“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  

６月第 1 例会プログラム 

と き： ２０１６年６月１５日(水) 1９：00～2１：00 

ところ： ホテル竹園芦屋 ３Ｆ          

司会： 福原吉孝ワイズ 
 
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            レナート レオン 

ブラジル格闘技 「カポエｨラ」              

８．みどり基金贈呈      五十嵐政二会長 

９．１）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 

10．ＹＭＣＡ報告 柳原謙介連絡主事 

11．ニコニコ報告 島田 恒ワイズ 

12．誕生日お祝い 

上野恭男ワイズ、桑野友子ワイズ、畠中光成ワイズ 

13．閉会点鐘 五十嵐政二会長 



５月第１例会報告 

日 時： 2016 年５月１８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、

権甲植、篠坂幸彦、島田恒、都筑省三、羽太英樹、

福原吉孝、坂東幸子（各メン）、五十嵐かほるメネッ

ト、柳原謙介連絡主事 

ビジター：菅原進（神戸クラブ）浅野純一（西宮クラ部） 

ゲスト： 島田文子（ゲストスピーカー）、長竹孝夫 

  

５月第一例会は、会長の開会点鐘で始まりました。クラブソ

ング斉唱、聖書朗読と続き、ゲスト３度目の長竹孝夫氏、

篠坂ワイズのご友人、彼は偶然、私の中・高校の１年後輩

の方で、とても懐かしく嬉しい限りです。ビジターには、神戸ク

ラブ会長・菅原進様、先日の募金活動に駆けつけてくださっ

た西宮クラブ会長・浅野純一様をお迎えいたしました。 

権ワイズの食前感謝の後、会食が始まりました。 

今回は、ゲストスピーカー島田文子様をお招きして「スチー

ルパン」の、解説と演奏が始められました。 

カリブ海に浮かぶ、トリニダードトバコ共和国、元はイギリス領

とフランス領の二つの島だった。この国で１９３９年、スチール

パンというドラム缶を横に分割して底の部分をすり鉢状に叩

き伸ばし、音程をつけた国民的打楽器（世界で一番新し

い ）が生まれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピッチ湖というコールタールの湧いてくる黒い湖があり、そこか

らドラム缶が生まれたのです。関西空港などの滑走路にも

使われているそうです。 

世界三大のカーニバルの一つとして、首都ポートオブスペイン

にて毎年開催され、大きな飾り付けのオープントレーラーで

のパレードが行われ、世界各国からたくさんのスチールパン奏

者（大小１００組位のバンド）が、競い合うコンテストが開か

れるのが有名で、その映像を見ながら解説をしていただきま

した。 

その後、島田文子さまのセッティングされた、三台のスチール

パンの音色が打ち出され、澄み切った音階が会場一杯に

広がり、聞き慣れたシャンソン「サントワ・マミー」が気だるいス

ローテンポで演奏され、会場はうっとりさせられました。 

予定時間も残り少なくなり、最後は出席者がステージの珍

しい楽器「スチールパン」を囲み，それぞれがスティックを握り、

その音色を楽しませていただきました。 

桑野ワイズが順列不動の音階をいち早くマスターされ、一小

節のメロディーを奏されたのに、一同拍手となりました。 

その後、第二例会議事録の承認、各部門報告、熊本震

災募金の成果、チャリティゴルフでの上野ワイズの優勝報告、

YMCA からの連絡等があり、定刻ぎりぎりに盛り上がった第

一例会の閉会点鐘となりました。生まれて初めての司会役、

柏原ワイズに支えられて、何とか努められた事ホッといたして

おります。感謝です。ありがとうございました。   坂東幸子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
菅原進ワイズ（神戸クラブ）が撮影して下さった例会風景 

島田文子氏 受付  いつもお世話様です 

スチールパンに触ってみました（１） スチールパンに触ってみました（２） 

食事が配られると一斉にドリンク 
コーナーへと急ぐ男性メンバー 



ＹＭＣＡチャリティゴルフ大会 

上野メン、優勝！！ 

５月１１日、千刈カンツリー倶楽部に於いて開催されたチャリ

ティコンペに芦屋クラブより上野、島田、柏原、福原の４名、

総勢４５名で競い合った。前日は凄い大雨にも関わらず、

当日は曇り空ながらコンディションは良好の中プレイを楽しめ

た。芦屋クラブの参加者は、今回のコンペに向かって練習を

重ね自慢の腕前を発揮し大いに奮闘した。 

まず、柏原ウィメンのドライバーを評価したい。華麗さに加え、

最近は力強さが加わった美しいスイングに変貌し、随所にナ

イスショットを見せていた。苦手と言っていたバンカ－ショットも

確実に脱出する見事なショットを見せ、ゴルフが楽しくてしか

たがない雰囲気をオーラの様に醸し出していた。歴戦の勇

士である上野メンの豪快なティーショット、島田メンのコントロ

ールされたアプローチ、ロングパットでナイスインを繰り返してい

た。特筆すべきは、上野メンのイン１２番パー５でのナイスバ

ーディ、島田メンは４つのショートホールをすべてパーをゲットし、

ニアピン賞を２個ゲットした。 

今回の好成績

が 生 ま れ た 背

景 に は 、 桐 谷

キャディの存在

が欠かせない。

トーナメントプロ

のキャディもして

いるという彼は、

パットのラインを

的確に読み大

いに我々の助

けになった。「生涯で最良のキャディさんだね」と話し合った。 

さて、成績であるが、なんと・・・「上野メンの優勝」というビッ

グな結果となり、３位島田メン、３７位柏原ウィメン、小生は

５位と全員が素晴らしい成績であった。 

優勝者の上野メンは最終３ホールで大たたきをしてしまい、

しょんぼり・・・という雰囲気であったが、なんと驚くなかれ、表

彰式で、優勝は上野メンのアナウンスがあり、そのギャップに

驚きと、嬉しさが一気に爆発した様子であった。優勝者の

挨拶も少し照れくさそうであったが、嬉しそうで称賛の拍手と

なった。帰りの車の中、上野メンの誇らしげな様子に全員が

楽しそうな会話が弾み、柏原ウィメンとゴルフ談義の中に、

島田メンがベストに近いスコアーであったと、ちょっと自慢気に

何度も繰り返していたのも印象に残る。加えて、篠坂メンが

駆け付け私たちのラウンドを応援し、又、ワインを賞品に寄

付されたことも大変嬉しい出来事であった。このコンペは何

時も楽しくプレイできる。次回も全員で必ず参加する事を誓

った次第である。                  福原吉孝 
 

西宮クラブの募金活動に協力しました 

西宮クラブから熊本地震支援募金活動への協力依頼があ

り、５月２２日（日）芦屋教会での朝拝と歓迎会を終え祝

福のうちに阪急夙川駅前に駆けつけた。２週間前の芦屋

駅前での募金活動に参加してくださった浅野会長はじめ西

宮クラブメンバー、そして藤田良祐副館長、ＹＭＣＡ職員、

元気なリーダーが駅を挟んで２か所に分かれ募金を開始。

駅の整備係りから駅構内に入らないでとの注意があり少し

驚いた。「お疲れ様、ご

くろうさま」とは思えない

のが不思議。通り過ぎ

る人たちの心が見えな

い街頭募金。ユースの

元気な声に勇気をもら

う。小さな善意にも全

員が頭を下げてお礼を言い幸せな気分をもらえて嬉しいと

思わないのかしら？身内の募金がかなりの部分を占めたと

思うが、何も出来ない自身への励ましととろう。募金を終え

た後、西宮クラブのお仲間との１９番ホールはワイズ談義に

花が咲き、だからワイズはやはり楽しい。     柏原佳子 
 
その夜、下記のメール（抜粋）が届く。これも嬉しい。 
 
上野恭男様 桑野友子様 柏原佳子様 

本日は、西宮の熊本支援街頭募金へご参加くださり誠に

ありがとうございました。 

募金の集計結果を以下のようにご報告させていただきます。 

日時： ５月２２日（日）16：20～17：45 

場所： 阪急夙川駅南側ロータリー 

参加者： ２１名（西宮クラブ７名、芦屋クラブ３名、 

ユースリーダー８名、スタッフ３名） 

募金額： 47,562 円 

芦屋クラブの皆さまと共に募金活動を行うことができたこと心

より嬉しく思っております。芦屋クラブの皆さまへも、くれぐれも

よろしくお伝えくださいませ。取り急ぎ、感謝とご報告まで。 

ありがとうございました。              藤田 良祐 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お帰りなさい！ツグミン （２） 

                           篠坂幸彦 

◆夜明とともに２階寝室から庭を見下ろすと既に《早起きツ

グミン》は、せっせと首をふり枯れ葉を一枚一枚丁寧に嘴で

跳ね退けて土中の虫を探している。けなげなその姿のなんと

微笑ましいことか。◆２月に入り寒々しい毎日が続き、小雪

がちらほらと舞うそんな時、やや俊敏な動きのツガイと思われ

る二羽の姿。《メジロ》（スズメ目メジロ科）の登場だ。体はバ

ランスのよい濃淡グリーンで名前通り《眼の周りにはっきりと、

まるで刺繍をしたように白のリング》が施され中々のお洒落さ

ん。◆開花した《椿》とまだ紅い実が残っている《南天》の間

を睦まじく楽しそうに往き来している。勿論彼等は《渡り鳥》

でなく《留鳥》だが例年、降雪とか冷え込んだ日に限って来

訪。◆彼等が地上に降りた姿は見かけた事がない。その必

要がないのは《椿、梅、桜などの花の蜜、柿の実》を好物と

するスイーツ党であるからだ。◆しかるに彼等に対する私のも

てなしは《ミカン・オレンジ》（勿論残り物、キズ物）を横に真っ

二つにカットし果肉部分を空に向けて庭の樹の小枝とか、ベ

ランダのパンジーのプランターに枯れ枝を差しこれに突き刺し

てプレゼント。◆それを職人技の如く見事に《菊の花模様》に

袋だけを残しているのには驚愕。お代わりがなき時には蜂蜜を

薄めて容器代わりに空の袋部分に、、。◆《メジロ夫婦》は《ツ

グミン》と違って気まぐれで少し暖かくなるとすぐ来なくなる。恐ら

く定期健診でドクターストップがかかったのでは。糖分の過剰摂

取で、、。同じく《ツグミン》にも少し気になる事が、、。   続く 

優勝トロフィーにニコニコ顔の上野ワイズ 
例会では頼もしくニコニコ献金を！ 



第２例会議事録（抄） 

日 時： ５月２５日（水） 18 時～20 時 30 分 

場 所： ホテル芦屋竹園１階ラ・ルー個室 

出 席： 五十嵐会長、上野、柏原、桑野、篠坂、羽太、

福原（各ワイズ）、柳原連絡主事 

◇第 1 例会の予定 

７月２０日（水）キックオフ例会  

※芦屋市民センター２０３号室 

 食事の手配は「業平」と交渉し６月第２例会で報告 

◇４月会計報告を羽太会計より報告し承認 

◇来期の例会準備： 篠坂、柏原両ワイズにお願いする 

◇第１例会でのアルコール類管理は柳原連絡主事と福原 

ワイズとし、保管は柏原ワイズとする 

◇さくら祭りの次回に向けての話し合い 

・エプロンをお揃いで作る件。決定は持ち越しとする。 

・備品の保管場所、鉄板は上野宅駐車場、桶、ポリタン

クなどクラブ備品のみ島田ワイズ宅に保管出来るか相

談する。備品以外は保管せず都度会員で処分する 

◇六甲部第３回評議会  

６月１８日１６：００～ 於：御影クラッセ 

６～７名出席を確認。 

◇西日本区大会参加者への補助金＠5,000 円を確認 

◇来期の第２例会会場について６月第２例会で決定 

◇熊本地震へユース派遣費用について進藤六甲部部長

の意向を会長から問い合わせる 

◇第１回チャリティラン実行委員会が６月１７日（金）開催 

◇ ＣＤプレーヤーの購入を決定。上野ワイズに購入依頼 

                               以上 

２０１６-１７年度クラブ役員・委員 

役 職 氏 名（敬称略） 

会 長 上野恭男 

直前会長 五十嵐政二 

副会長 柏原佳子・福原吉孝 

書 記 柏原佳子・島田 恒 

会 計 羽太英樹 

監 事 田舍庸男 

Ｙサ・ユース事業 
都筑省三・渡辺倫子・坂東幸子 

畠中光成 

地域奉仕・環境 

事業 

上野恭男・都筑省三・羽太英樹 

大澤二郎 

ＥＭＣ事業 柏原佳子・島田 恒 

ファンド事業 福原吉孝・堤 清・桑野友子 

交流事業 
上野恭男・柏原佳子・権甲植 

篠坂幸彦 

広報事業 上野恭男 

ブリテン編集 
桑野友子（編集長）・上野恭男 

柏原佳子・羽太英樹・福原吉孝 

メネット事業 五十嵐かほる 

ＹＭＣＡ連絡主事 柳原謙介 

六甲部交流主査補佐 五十嵐政二 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

◇ 神戸ＹＭＣＡ三宮会館オープンにむけて  
２０１７年４月に神戸YMCA の新会館が始動します。１月 

２０日の理事会において、新会館の名称が、「神戸YMＣＡ三

宮会館」と決まりました。神戸ＹＭＣＡの第５期会館のスター

トです。２０１６年度は従来のＹＭＣＡ活動に加えて、新会館

にむけての準備の期間でもあります。 

新「神戸ＹＭＣＡ三宮会館」の建設が進む中、あらためて新

会館での活動内容をご紹介します。 

第５期会館は第４期会館と同じ神戸市中央区加納町に建

築されます。１１階建ての施設として建設中です。この会館で

は新たな取り組みとして、共同事業者がＹＭＣＡとともに地域

に向けての活動を始めます。共同事業者である「生活科学

運営」の企業理念は「地域コミュニティの創造」です。高齢者

住宅を拠点に、子どもから大人まで安心して心豊かに暮らせ

るまちづくり、をめざしています。あらたに神戸地区での展開を

進めていく中で、縁あって神戸ＹＭＣＡ三宮会館でともにスタ

ートをすることになりました。 

◇ 熊本地震緊急支援活動 
４/１４に発生した熊本地震の支援が、全国のＹＭＣＡの協

力のもと活動を開始しております。 

地震発生以降、熊本ＹＭＣＡおよび日本ＹＭＣＡ同盟の支

援要請に基づき、小沢昌甲さん（益城）、松田康之さん（益

城）、吉田昌義さん（阿蘇）、松田道子さん（阿蘇）が派遣さ

れています。５月末まで継続して派遣してゆきます。 

また、連休中には、井上総主事が、横浜ＹＭＣＡ田口総主

事、京都ＹＭＣＡ神崎総主事とともに熊本ＹＭＣＡをはじめ被

災地を山根元横浜・熊本ＹＭＣＡ 総主事、吉田太郎さん

（元横浜ＹＭＣＡスタッフ）のアテンドで現地視察をされました。 

５/２～５ の日程で福岡ＹＭＣＡ主催ワークキャンプへ西日

本および全国のＹＭＣＡのボランティアリーダーを中心に現地３

拠点（阿蘇地区・益城地区・熊本市内）でワークキャンプが

展開されました。西神戸リーダー会から、山本陽大さん、余

島リーダー会から、西村耀さん、中村由花さんの3名が参加し

熊本市内で活動しました。 

 
編集後記： 五十嵐会長の期でのブリテン最終号となり

ました。巻頭言にもあるように今期の例会は国際色豊か

で、初めて見る舞踊や楽器は色も音色も鮮やかでブリテ

ン編集を楽しみました。今後も会長の個性豊かな楽しい

例会を企画して頂きたいと思います。     桑野友子 

ＹＭＣＡニュース 

スピーカーのプロフィール 

Renato Leao  レナート レオン 
ブラジルサンパウロ出身。１１歳でカポエｨラの世界に入り、

１９歳でカポエｨラ講師の資格取得。現在、主に関西で母

国の伝統文化 カポエィラの発展に力を入れている。 

日本カポエィラ連盟副代表。コヘンラネグラ・ジャパン主

宰。また、振付家・ダンサーとして「シルク・ド・ソレイユ」の特

別講師や「ＵＳＪ」「ＯＳＫ」「劇団四季養成スクール」のゲ

スト講師・振付 


