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 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 
連絡主事  柳原謙介 
六甲部交流主査補佐 五十嵐政二 
                          

「Brother₋hood Fund」 
                           柏原佳子 

「無から有を」は、使い古しの切手の為に。 

「ＢＦ 0 クラブを 0 に！」 受け売りの標語を何度か言葉にし

てきましたが、「Ｂrother hood Ｆund」はＢＦ基金です。 

各国のＢＦデリゲートは西日本区大会に招かれて紹介され

ています。 

昔は日本からも基金で諸外国を訪問し、得た知識・情報

を日本のワイズ・ＹＭＣＡに持ち帰るといった大きな役目を担

っていました。今は、日本がお返しする番になってきたようで

す。トラベルコーディネーターはその為に奉仕されています。 

昔のように使用済み切手の国際流通価格が無くなったこと

から「心は切手から、出すのは現金で！」の標語が生まれ、

1 人当たり 1,500 円を納めているのですが、やはり冒頭の使

用済み切手にも意味を感じとって上げたいものです。 

義務感からでは切手整理は面倒です。でも、もしみんなで

集まってワイワイ言いながら切手を整理できたら、少しの飲

み物と食べ物があったなら、達成感は大きいと思います。 

10 月は国際・交流 ＢＦ強調月間です。 

切手が貼られたままの封筒が机に残っていません？ 

周り３ミリを残して箱に入れましょう。かくいう私も、かってメン

バーであった方から送られて来た使用済み切手を書斎に置

いたままなのが気になってきています。久しぶりに切手整理で

集まりませんか？ 

９月例会出席表 

第１例会出席者 
メンバー   １０名
ビジター   ８名 
ゲスト     ９名 
メネット   ５名
ｺメット     名 
合 計   ３２名

例会出席率 
出席者   １０名 
メイクアップ   名 
合 計    １０名 
在籍者   １７名 
（内広義会員１名） 
出席率 ６２．５％ 

ＢＦ切手    

累計  ｇｍ 

 

ニコニコ 

９月  23,490 円

累計  46,390 円

主   題 

国際協会会長   Ｊｏａｎ Ｗｉｌｓｏｎ  
「私たちの未来は、今日から始まる」”Our Future BeginsToday”
 

アジア地域会長  Ｔｕｎｇ Ｍｉｎｇ Ｈｓｉａｏ  
「ワイズ運動を尊重しよう」    ”Respect Y’s Movement”
 

西日本区理事   岩本 悟（熊本西クラブ） 
「ワイズ魂で 更なるワイズの活性化を」 
”Ｅｎｅｒｇｉｚｉｎｇ Ｙ‘Ｍｅｎ’Clubs with the Y’s spirit !” 
 

六甲部部長     長井慎吾（西宮クラブ） 
「楽しい交流と、やりがいのある奉仕活動で更なるクラブ 

活性化を図ろう」 
芦屋クラブ会長  上野恭男 

「ワイズの原点に戻ろう」 

今月の聖句 

「あなたがたの中で偉くなりたい者は、皆に仕える者になり、

いちばん上になりたい者は、皆の僕になりなさい」     

              ＜マタイ福音書 ２０：２６～２７＞ 

“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 ： Yasuo Ueno  〒659-0074 2-8-304 Hirata-cyo,Ashiya,Hyogo,Japan 

Mail ： uenoashiya@kbd.biglobe.ne.jp  Tel. 0797-32-9360 
URL ： http://www.kobeymca.org/kobe_ymca/ys/ashiya.html  

１０月第１例会 
と き： ２０１６年１０月 1９日(水) １９：00～2１：00 

ところ： ホテル竹園芦屋 ３Ｆ宴会場          

司会： 桑野友子ワイズ 
 
１．開会点鐘 上野恭男会長 

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 司会 

５．食前感謝  権甲植ワイズ 

６．会食・懇談 

７．メンバー‘ｓスピーチ 畠中光成ワイズ 

   2020 年のその先へ～日本のビジョン 

「未来への責任」 

８．①第２例会議事録の承認 上野恭男会長 

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．ニコニコ献金報告 島田恒ファンド委員 

11．誕生日祝い   

       五十嵐政二・田舍庸男・柳原謙介（各ワイズ）

12．閉会点鐘 上野恭男会長 



９月第１例会（メネット例会）報告 

日 時： 2016 年 9 月 21 日（水）19：00～21：00 

場 所： ホテル竹園             （敬称略） 

出席者：上野会長、五十嵐政二、柏原佳子、桑野友子、 

篠坂幸彦、島田 恒、羽太英樹、福原吉孝、坂東幸子、 

柳原謙介（各メン）五十嵐かほる、島田保子、羽太光子、 

福原美鈴、大澤昌子（各メネット） 

ゲストスピーカー：宇都宮垂穂ワイズ（大阪セントラルクラブ） 

アシスタント：伊東美佐代 

ビジター：佐治 信、日下田宗也（島田友人）、長竹孝夫

（篠坂友人）、菅原 進（元ワイズメン）武貞桂子（桑野友

人）石井桂以子（五十嵐かほる友人）中山正子、犬塚美

子（島田保子友人）井出冨光子、大塚敏子、中道京子、

京極美栄子、長沢百合子、橋本和子、山本洋子（神戸

クラブメネット） 
 

９月の第１例会はメネット例会として五十嵐かほるメネット

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、ビジターには、ワイズのご友人、特に神戸クラブメ

ネットの方々がお集まりくださり、にぎやかな会となりました。 

皆様のご紹介の後、上野会長より、みどり作業所支援金

贈呈を大澤昌子メネットへお渡し、島田保子メネットの食

前感謝で会食が始まりました。 

今回はゲストに五十嵐かほるメネットのご友人でいらっしゃる

大阪セントラルクラブの宇都宮垂穂ワイズをお招きしてお話

を伺いました。「お茶を一服楽しみませんか」と題して茶道の

歴史を紐解いて下さり、茶

道具の一つ一つに奥深い心

が込められていることを教え

て下さいました。 

園田学園女子大学、大阪

ＹＭＣＡ国際専門学校で若

い方々、留学生の方々と

日々接し教えていらっしゃる

様子など、若々しくはつらつとお話しくださるのに引き込まれ

てしまいました。ご一緒下さいました、伊東美佐代さまがお

手前のデモストレーッションを見せて下さり、お話の間に美味

しい和菓子とお抹茶をいただき、ほっこりと心豊かな時を過

ごしました。 

その後、第二例会議事録の承認、各部門報告、ＹＭＣＡ

報告があり、五十嵐かほるメネット会長の閉会点鐘となりま

した。 

素敵な茶花や茶器をご準備下さいました皆様に心よりお礼

申し上げます。                    羽太光子 

もりおかクラブ 10 周年を祝う 

9 月 17 日（土）朝、桑野友子ワイズの車に柏原佳子書紀

とともに同乗し、伊丹空港に向かいました。花巻空港に無

事到着し 13 時からの東日本区北東部会にギリギリ間に合

いました。 

部長はもりおかクラブの長岡ワイズで、北東部部会の中で，

もりおかクラブの活躍が目立ちました。 

部会は型どおり進行しましたが、東日本大震災の被害を

受け、再興した旅館「渚亭たろう庵」松本勇毅社長の講演

で、撮影されたＶＴＲを見ながら、「田老」が津波被害を再

三受けているのに、なぜ被災を繰り返したのか？と人間の営

みの不思議を感じました。人は記憶を失う存在である限り、

歴史は繰り返すのだと思いました。我々も阪神・淡路大震

災の記憶を 20 年経ったいま忘れようとしているのではない

か？と思ってしまいます。 

熊本震災の現況も、ＹＭＣＡの光永尚生氏より報告がされ

ました。 

部会は 1 時間 20 分で終了しましたが、北東部の歌がある

のにはビックリでした。 

休憩をはさんで、もりおかクラブ 10 周年記念例会の開会で

す。10 年前に芦屋とＤＢＣを結んだのは、芦屋クラブの 10

周年記念例会の席上で、現会長はその時の初代会長井

上修三ワイズでした。ＤＢＣをこのほど結んだ岩国みなみクラ

ブからは 5 名参加され、60 名をこえる盛況でした。 

芦屋クラブからの記念品の贈呈も披露され会は終了し、隣

の部屋で来賓とＤＢＣクラブとの懇親会が開催されました。

３０人ほどで、各人が一言話すこともできて楽しい時間を過

ごせました。 

芦屋から 3 名の参加でしたが、連休の初日でしたのでホテル

が取れず、もりおかクラブにお世話になりました。楽しいであろ

う２日目に想いを残し記念祝会を後にしました。 

上野恭男 

優しさの余韻を残して・・・ 

あくる日は、井上さまご夫妻のご配慮だったのか、私たち３

人を田沢湖畔めぐり、時間が許せば角館までのドライブを計

画くださっていたのです。盛岡の地は 3 度目で一度は極寒の

２月にＤＢＣへの表敬訪問を、２度目は震災後の未だ生々

しい傷跡に涙した記憶も。今は復興半ばに加え 14 号台風

で道も寸断されているとのこと。当日は田沢湖マラソンに遭

遇し、車道を迎え側から走ってくるスケールの大きさとのどか

さに声援を！ 



田沢湖畔にはここ３

０年近くひっそりと時

を忘れていた潟分校

がある。―そのまま

歴史を道ずれに、朽

ち果てていくのが時

代の流れの様な風

景がそこにあった。そ

れが、再び時を刻む

ー。そっと教室を覗く。一瞬、タイムスリップの世界に。―ただ、

そこに佇むだけでいい。みんな風が教えてくれる。雲が、花が

ささやくのを聞きにきませんかー。 

（1 部パンフレット抜粋） 

角館へ向かい、昼食は稲庭うどん、キリタンポ、秋田県まで

来ていたのです。300 年は経つ枝垂桜の数々、もみの巨木

に驚き武家屋敷の家並をそぞろ歩き。―歴史が今も息をし

ているー。武家屋敷村の黒塀が続くひとつ、青柳家に入る。

小田野直武の銅像に目が止まり「解体新書」の押絵を描

いたその時代を背

景 に し た 膨 大 な

記 録 に釘 付 に。

3000 坪の邸内を

全 て 見 る に は 半

日は要するだろう。

振 り 返 れ ば 、 参

勤交代があるよう

な歴史の道を後

にする。 

来期、芦屋クラブ 20 周年には、必ずお越しくださるもりおか

クラブの皆さまには、神戸、芦屋に興味を持っていただけるよ

うな場所を案内したいとの想いを深めつつ。レンタカーで花

巻空港までお送りくださったご夫妻に、優しい余韻を残して。 

柏原佳子 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャリティワイン」に参加して 

９月３０日、神戸ポートピアホテル「トランテアン」で開催され

た会に参加した。上野会長・柏原ワイズと島田、そしてキリ

スト新聞社松谷取締役同道の参加であった。 

第３１回といわれたが、５５名参加で２番目に大勢であると

報告されていた。筆者はこれが初参加であったが、親しい顔

ぶれが多く違和感なし。前理事長武田夫妻、現理事長中

道夫妻も参加しておられた。 

供されるワイン（スパークリング、白、赤）について、ホテル岡

本ソムリエの分かりやすい説明があり、先ずスパークリングワイ

ン（シャンパン）の乾杯で始まった。栓の開け方が初めての経

験。長いサーベルが持ち込まれ、瓶のガラス部分をカットして

勢いよく栓が抜かれた（サーベラージュというやり方らしい）。

前菜に続き、魚料理、肉料理が供され、白ワイン、赤ワイン

が料理にマッチして注がれた。美味なフランス料理にワイン、

フランスパン、デザート、コーヒーと続き、知らずしらず食べ過

ぎ・飲み過ぎとなっていた。 

食事の間には、グラス片手

に親しくラウンドコミュニケーシ

ョンを楽しんだ。食事の終わ

りにはオークションの開幕、さ

まざまな品物が競られて購

入されていった（筆者は三田

米、2kg を 500 円でゲット）。 

芦屋クラブからは４名参加に

増えたので、席も上席に移

されたとのこと。素晴らしい夜

景、ワインと食事、オークショ

ンと交流は、想像以上に素晴らしかった。（お金を貯めて）ま

た参加の機会を楽しみにしよう。          島田 恒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キリスト教講座２ 「新約聖書」             

キリスト教は新約聖書と旧約聖書を併せて「聖典」としています。もっとも旧約聖書とはキリスト教側が勝手に付けた名前で、

ユダヤ教でも、イスラムでも「聖典」とされています。勝手に名前を付けやがって！とユダヤ教の人達は思っているかも？ 

初代教会に於いての信仰と生活で大切な「聖書」（新約聖書にも多く書かれている）とは、旧約聖書のことなのです。新約聖

書の様々なジャンルの文書は１世紀前後に書かれたのですが、旧約聖書と並ぶ権威を持つようになったのは、紀元１世紀か

ら４世紀の新約聖書の正典化のプロセスを経た後のことで、イエス・キリストへの信仰を様々の人々が、様々な状況の中で、

様々な文学的表現手段を用いて表現したという一点では全てに共通しています。 

そこで新約聖書を読むときは、それぞれの文書固有の問題と新約聖書全体に共通する問題の両方を考えながら読むことが

大切と言えます。 

新約聖書はギリシャ語で書かれていますが、それを翻訳するのに様々な“訳”がありました。最初はカトリックとプロテスタントでも

違っていましたが、“ひとつの教会”を目指して皆が同じ聖書を持つ為に共同で翻訳作業を始めました。先に新約聖書が出来

ましたが、その後さらに研究し、旧約聖書が出来、１９８７年に完成しました。其れで出来上がったのが今日の「新共同訳聖

書」です。 “新「訳」聖書”ではないのですよ！ 

①  新約聖書の構成 

Ａ 福音書（イエス・キリストの伝記） 

マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、最も短いマルコ福音書が最も古い（紀元７０年頃） 

Ｂ 歴史書  使徒行伝（弟子たちが全世界に出て行った宣教活動の記録） 

Ｃ 書簡    ロ－マ書、Ⅰ・Ⅱコリント書、ガラテア書、フィリピ書、エフェソ書、コロサイ書、Ⅰ・Ⅱテサロニケ書、 

Ⅰ・Ⅱテモテ書、テトス書、フィレモン書、ヤコブ書、Ⅰ・Ⅱペテロ書、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲヨハネ書、ユダ書 

Ｄ 説教    ヘブライ書 

Ｅ 黙示文学 黙示録（救済者による世の終わりについての教説）                        続く 

ホテル最上階からの夜景 



 

 

 

 

 

 

 

 

第２例会議事録（抄） 

日時： ９月２１日（水） 

場所： 市民センター204 室  

ブリテン会議： 18 時～18 時 30 分 

第２例会：  18 時 30 分～2０時 

出席者： 上野会長・五十嵐・柏原・桑野・島田・羽太

（各ワイズ）、柳原連絡主事 
 

◇第１例会の予定 

１１月１６日（水）    フードバンクの話 浅葉めぐみ氏  

１２月２３日（金・祝）  クリスマス祝会  

ビアポルカ・で進める。 

実行委員会： 上野会長、柏原、桑野、島田、篠坂、 

         羽太、福原（各ワイズ）、柳原連絡主事 

上野会長の資料に基づきメールにて連絡 

◇第２例会会場 

１１月： １１月２４日（木）芦屋市民センター  

１２月： １２月２１日（水）１８時 Ｈ竹園個室を依頼 

※終了後、「ひろ」にて食事（２次会ｏｒ第３例会） 

◇８月度会計報告の承認 

◇芦屋クラブ２０周年について（２０１８年４月ごろ） 

２０１７年２月例会で各自アイデアを出し、それに基づい

て準備委員会結成する。 

◇じゃがいもファンド 

  「インカのめざめ」 ９月３０日入荷済み 

  「十勝のじゃがいも」 １０月１４日到着予定   

*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 

今後の予定 

★チャリティラン 

 日 時： １１月３日（木・祝） ９：００～１５：００ 

場 所： しあわせの村 

芦屋クラブからは例年通り「チヂミ」を出店。価格・数量等

の計画は提出済み。みどり作業所とも連絡をとり、参加

者の確定と車の手配をする 

★）六甲部部会 

日 時： １１月１２日（土） １４：00～１９：00 

場 所： ラッセホール（元町）  

メネットアワーも同日開催  

    １２：００～１３：４５ 

会 費： 6,000 円 

※ 「春風みつこ」羽太光子メネットが

芦屋クラブタレントとしてエコちゃん

と共に第３部に出演。皆で応援しましょう 

★１１月第２例会は会場の関係で１１月２４日（木曜日）に

変更になります。時間は従来通りです。 

 

 

 

◇幼稚園・保育園運動会 

９月１７日神戸ＹＭＣＡちとせ幼稚園、９月２４日西神戸Ｙ

ＭＣＡ幼稚園にて運動会が行われました。晴天に恵まれ、

園児・ご家族・卒園時・小中学校の校長先生・地域の

方々と共に、笑顔溢れる楽しい一時となりました。 

◇.新三宮会館工事進捗状況 

新三宮会館建築工事は、９階部分の高さまで進められて、

その大きさが分かるようになってきました。 １階～３階のＹＭ

ＣＡ部分では、徐々に内装工事の準備が進められていて、

一部の部屋では、完成状態まで仕上げっています。今後も、

工事の安全を祈ります。 

◇バザー・チャリティラン 

１０月は、西宮ＹＭＣＡ・西神戸ＹＭＣＡにてバザーが行われ、

１１月にはしあわせの村にてチャリィランがおこなわれます。ワ

イズメンズクラブや地域の方々にお支え頂き、毎年たくさんの

ご来場と収益を上げることができています。バザーでの収益

は、国際協力募金や災害支援などに用いられます。チャリ

ティランの収益は、心身に障がいのある子ども若者・ボランテ

ィアがより多くキャンプに参加できるように用いられます。ぜひ

お立ち寄りください。 

ＹＭＣＡ予定 

・神戸ＹＭＣＡハンドベルグループジョイントコンサート  

日時： １０月８日（土） １５：３０～  

場所： 神戸栄光教会 

・ＹＭＣＡセミナー２０１６ 

日時： １１月２６日（土）１３：３０～１６：００  

場所： 日本基督教団 神戸教会 

・西神戸ＹＭＣＡ ワイワイまつり 

日時： １０月２２日（土）  １０：３０～１５：００  

・西宮ＹＭＣＡ Ｙわいカーニバル 

日時： １０月２３日（日）  １０：００～１４：３０ 

*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～* 

他クラブ訪問 

神戸ポートクラブ 

「珍しい楽器の演奏なので是非に」とお誘いを受け、五十

嵐ワイズ・メネット、柏原ワイズと共に神戸ポートクラブを訪

問。神戸・西宮・神戸西・宝塚・学園都市クラブからも多く

のメンバーが参加されており、進藤前部長も「芦屋クラブの

クリスマス祝会にはかなわないけど、素晴らしい例会だ」と挨

拶された。料理も充分で美味しく、初めて見るハンマーダル

シマーのお話しと演奏の優しい音色に時間を忘れた。ワイン

も入ってご機嫌な方も。来て頂くだけでなく芦屋クラブから

時々他のクラブの例会に参加したいですね。   桑野友子     

ＹＭＣＡニュース 

編集後記： ◇１０月なのに蒸し暑い日が続き、すっきり

とした秋晴れはいつ来るのでしょう◇秋と言えば「さんま」

とはいえ、例会の「さんま」には一寸驚き、彼方此方のテ

ーブルから小さなブーイング、美味しいお茶とお菓子に免

じてお許しください◇秋と言えばスポーツ、１２日のチャリテ

ィーゴルフ頑張ってください。ニコニコも期待しています♪ 

スピーカープロフィール 

畠中光成ワイズ 前衆議院議員 

関西学院大学法学部政治学科卒 

財団法人松下政経塾（第 20 期） 

2012 年総選挙で初当選。2014 年末は、候補者乱立

により次点で惜敗。現在、民進党の次期公認候補とし

て、捲土重来へ奮闘中。 


