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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 
                          

この 1 年を回顧して 
会長 上野恭男 

早くも 2 回目の会長の任期が終わろうとしています。芦屋クラ

ブ 20 周年記念例会を柏原佳子次期会長に託し、少しのん

びりできるのではないかと思っていましたが、次期は書記ですの

で、そうはいきません。 

さて、振り返ると第 1 例会は五十嵐直前会長の協力も頂き、

素晴らしいスピーカーに恵まれ、多くのゲストを招くことが出来、

ＥＭＣに貢献できました。 

六甲部としては、準備役員会に始まり、評議会、部会など

今期はあまりエンターティメントが少なかった印象がありました。

地域奉仕事業では、チャリティランを通し例年通りみどり福祉

作業所を支援できました。ＹＹフォーラムでのブランディングの学

び、神戸ＹＭＣＡの新館完成など神戸ＹＭＣＡには記念すべ

き年でありました。 

西宮クラブとの 8 月合同例会も定着してきて、来期に繋げそ

うです。ファンドはジャガイモの出来が悪く、心配しましたが昨

年並みとなり、「さくらまつり」でワインを品ぞろえに追加したこと

で、売り上げを伸ばすことが出来ました。 

恒例のクリスマス会は 8 クラブ 70 人を集め、オークションの売り

上げ 7 万円を、ＹＭＣＡに献金できました。 

この 1 年、クラブ員のご協力と努力に感謝します。 

残るは熊本での西日本区大会、多くのワイズと触れ合うチャ

ンスです。精一杯交流に励んで明日の芦屋クラブに繋げてい

きたいと思います。感謝 

5 月例会出席表 

第１例会出席者 
メンバー  １１名
ビジター   ３名 
ゲスト    １名 
メネット   １名 
ｺメット     
合 計   １６名

例会出席率 
出席者    １１名 
メイクアップ    名 
合 計    １１名 
在籍者    １８名 
（内広義会員１名） 
出席率 ６４．７％ 

ＢＦ切手    

累計  ｇｍ 

 

ニコニコ 

５月 14,500 円

累計 162,642 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 
人を裁くな。そうすれば、あなたがたも裁かれることがない。人

を罪人だと決めるな。そうすれば、あなたがたも罪人だと決め 

られることがない。赦しなさい。そうすれば、あなたがたも赦さ 

れ る 。          ＜ ル カ 福 音 書  ６ ： ３ ７ ＞

“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  

６月第１例会 

と き： ２０１７年６月２１(水) １９：00～２１：00 

ところ： ホテル竹園芦屋 ３Ｆ宴会場          

司会： 五十嵐政二ワイズ 

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．ゲストスピーカー 野口善国ワイズ 

「野口弁護士の事件簿」      （神戸西クラブ） 

８．第２例会議事録の承認 上野恭男会長 

各事業委員の報告 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 上野恭男会長 

上野恭男・桑野友子・畠中光成（各ワイズ） 

12．閉会点鐘 上野恭男会長 



５月第１例会報告  

日 時： ２０１７年５月１７日（水）18：00～21：00 
場 所： ホテル竹園芦屋            （敬称略） 
出席者： 上野会長、五十嵐・柏原・桑野・篠坂・島田・中

山・羽太・坂東・福原（各ワイズ）、柳原連絡主事、

五十嵐メネット 
ビジター：  山田滋己・大野勉・大野智恵（神戸ポートクラブ）  
ゲスト：   菅原 進（６月入会予定） 
      
今回は例会前に、新入会いただいた中山豊美様のオリエンテ

ーションが、上野会長、柏原副会長、羽太書記により、３０

分程執り行われました。 

定刻通り、会長の開会点鐘で始まり、クラブソング斉唱、羽

太ワイズによる適切な聖句選びで。神戸ポートクラブの山田

滋己様をお招きして、船の世界の色々をお話しいただきまし

た。次期西日本区理事の大野勉様、神戸ポートクラブ会長

大野智恵様、７月に当クラブに入会していただける菅原進様、 

が、ゲストとしてご出席くださいました。和やかにエビフライ定食

の会食の後、山田滋己様の船にまつわるあれこれをスライドと

共にお聞きすることができました。 

世界に国際登録されている船は、常に１０万隻位あるそうで

す。船の種類には、大きくタンカー、商船、レクレーションボート

と３種類に分けられているということです。 

海の上では、船は必ず右側通行で、接触しそうな時は、右に

船を見た方が、右に避けるという、世界共通のルールがあるそ

うです。また夜のライトの点灯も右は緑、 

左は赤、船尾灯は昼光色と、決まっていて、暗闇の海で判

断できるのです。ロープのほどき易く、外れにくい結び方などは、

次の機会にという事で、色々知らない海でのルールを 

教えていただき、海に行った時には、興味深く観察出来る事

が出来て、早く海に出てみたいと楽しみになりました。 

第２例会の報告に続き、柳原主事からのＹＭＣＡ報告。お誕

生お祝いは、ゲストの大野ご夫妻お二人が、仲よく受けられ、

スピーチでは、来年は健康をテーマにしたいというお言葉を 

頂戴いたしました。なごやかな雰囲気の中、会長の閉会点鐘

で９時に閉会いたしました。お粗末な司会を、何卒お許しくだ

さいませ、ありがとうございました。          坂東幸子 

六甲部準備役員会開催 

5 月 30 日（火）18 時 30 分から、新装なった神戸ＹＭＣＡ310

号室で次期六甲部準備役員会が開かれ、柏原佳子次期

会長とともに次期Ｙサ主査の上野が出席しました。 

1 人用の机と椅子、今までの長椅子と違います。 

中村剛次期六甲部書記の司会進行で会は進められました。 

上野は上杉Ｙサ主査（神戸西）と引き継ぎをしましたが、会

長は個別ではなくグループとして話し合いを持ちました。キャビ

ネットも含め 30 分ほどですべて終了。 

杉本隆人次期六甲部部長から次年度の方針と部行事の

確認があり、20 時前に終了となりました。 

会長のグループでは西宮クラブ次期会長石井恭子ワイズと８

月合同納涼例会が主に話会われました。場所は昨年同様

Ｈ竹園がベストかなと一致しています。ポートクラブや宝塚クラ

ブさまからも興味を持っていただいたようです。 

部行事予定 

・第 1 回評議会 7 月 8 日  

場所： 神戸ＹＭＣＡ 懇親会はグリーンヒルＨ 

・六甲部部会 9 月 24 日（日） 

場所： 神戸ＹＭＣＡと六甲荘 

・チャリティラン 11 月 3 日（金） しあわせの村 

・ＹＹフォーラム 2018 年 1 月初旬 

・第２回評議会 2018 年 3 月 24 日（土） 

場所： 神戸ＹＭＣＡ クラウンプラザ 

上野恭男 

第 21 回西日本区大会実行委員会 

次年度の第 21 回西日本区大会は来年６月 10 日 ､11 日

（土・日）に、ＡＮＡクラウンホテルで開催されます。 

その大会実行委員会には芦

屋クラブから次期西日本区会

計・桑野友子、プログラム委

員・柏原佳子、会計・羽太英

樹が参加しています。そして既

に 10 回を数える実行委員会

が開催されました。 

2018 年 6 月 8 日（金）にはチ

ャリティゴルフが開催されます

が、この行事を芦屋クラブが担

当いたします。上野ワイズの協

力を頂き、芦屋カンツリー倶楽部でプレーし、北野ガーデンで

の前夜祭の中で表彰式を行う予定です。 

芦屋クラブのゴルフ実行委員は上野・島田・福原・篠坂・柏

原各ワイズです。 

上野、桑野、柏原は、今年の西日本区熊本大会に下見を

兼ねて、前日のゴルフから参加します♪。 

熊本大会では、完成したばかりの美しい横断幕を掲げ、石

田由美子実行委員長を中心に壇上でアピールをします。広

報実行委員が作成した名刺の裏に、チャリティゴルフの案内

を付け加え印刷しました。 

これから逐次、皆さまに実行委員会報告をご報告させていた

だきます。 

第 21 回西日本区大会実行委員 柏原佳子 



第３６回ＹＭＣＡチャリティゴルフ大会 
（於 千刈カンツリー倶楽部） 

＜柏原ウィメン、ベストスコア＞ 
５月３１日、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４３名で競い合った。当日は、晴れ、

絶好のゴルフ日和であった。 

まず、上野メンのティーショットであるが、飛距離は充分、若干

方向性がよくなく、苦戦していたが、時折、素晴らしいアプロー

チでグリーンを捉え随所にロングパットを決めて何とかしのぐゴル

フであったように思う。 

島田メンはフェアウェイウッドに正確性のあるショットが特徴であ

るが、当日は少し何時もと違い、うまくコントロール出来ず苦

戦をしていた。ただ、ニアピン賞を獲得していたのは流石である。 

小生であるが、トータルスコアはしまりのない平凡なスコアであ

った。ただ、少し自慢になるが、インコースのロングホールでツー

オンしイーグルトライとなり、結果はバーディとなったが満足でき

るショットがあったのが嬉しい出来事であった。 

今回の特筆すべきことは、柏原ウィメンの善戦である。スコアー

も６０、４９と１１０を切りベストスコアを出したことだろう。柏原

ウィメンのドライバーは、以前にも益して、華麗さに加え、 近

は力強さと正確性が加わった美しいスイングで、随所にナイス

ショットを連発していた。前半は惜しくも、バンカーのトラブルに

巻き込まれ、６０と不本意な結果であったが、それにもめげず

に後半の粘りと頑張りは見事であった。 終ホールを迎えるま

でに、パー、ボギーと慎重に積み重ね、見事に４９の結果とな

った。ご本人はハーフで初めての 40 台と嬉しそうに感想を述べ、 

トータルで１０９のベストスコアを完成したので大変な喜びよう 

であった。日頃の努力の結果と思う。おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、

安定感のあるショットは、大きな進歩を感じた次第である。 

さらに、当日、篠坂メンとご長男が応援に駆け付けて頂き、

私達のショットを見て頂き、またコンペの景品としてワインを提

供して頂き大感謝である。 

さて、成績であるが、３４回は「上野メンの優勝」というビッグな

結果であったが、今回は１２位島田メン、２５位上野メン、２６

位柏原ウィメン、小生は２８位と平凡な結果であったのが残

念である。三人の男性はかなり不本意な結果に残念な気持

ちであったが、 後に今回も篠坂メンとご長男の応援と柏原

さんの女子の部３位の大健闘をコンペの報告として終えたい。 

次も全員で必ず参加し愉しくプレイする事を誓った次第である。 

                             福原吉孝 

福原ワイズは今までに２･３･４位を獲得され、あとは１位獲得

を残すのみの芦屋クラブのホープです。 近はスコア８７と

上々の仕上がりでのご参

加、９６はさぞ無念でしょう。 

私の 終ホールは芦屋クラ

ブの３人の男性がもしかし

て！と固唾をのんで見守っ

てくださっているなど夢思わ

ず、３打でバンカー、５打で

ＯＮ、３ﾊﾟｯﾄで８をたたき、

皆様の残念のため息に迎えられても４９で良かった♪と嬉しく

てうれしくて♪ 戴いたビール一箱は我が家での第２例会でみ

なさまの喉を潤わせていただきます。        柏原佳子 

島田恒ワイズ講演 「人生の道しるべ」 

５月２８日（２時～４時）、予てより案内されていた芦屋西教会

主催での島田ワイズ講演会に参加させて頂いた。多くの来客

者を迎え第一部ゴスペルアワーでは芦屋福音教会ゴスペルグル

ープの皆さん により明るく元気に 7 曲のレパートリーがパワフルに

披露され来客一同も手拍子で……。アップ  テンポからブルー

スまでその構成もまとまっていて あっという間に時間が。その余

韻が残っている 中、第二部 【人生の道しるべ】と題して島田

ワイズの講演に入る。威風堂々と語りかけられる、そして説得力

あるジョークまじりの話術に来客の方々もいつしか頷き……。 こ

れからの人生の目標を……。柏原、桑野、福原、篠坂各ワイ

ズ、五十嵐、羽太メネットが参加。         篠坂幸彦 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９回 キリスト教講座 「ヨシュア記」 

申命記は神様との約束の地カナンに入ろうとしているイスラエルの人たちに向かって、モーセが語った 後の言葉から成っていま

したが（モーセの伝統と律法を後の時代の宗教的、政治的状況に適用させている部分もあると言われている）、モーセが亡く

なった後、イスラエルの指導者として選ばれたヨシュアが、どのようにしてイスラエルの部族を引き連れて、約束の地カナンを征服

し、その土地を分配したかを「ヨシュア記」では描いています。書名はこの新しい指導者の名前から採られていますが、ヨシュアと

言う名には、「主（ヤハウエ）は救う」という意味があり、それはこの書簡の主題と重なっていると言えます。つまり、ヨルダン川を渡

った時や、エリコの城壁の崩壊、天からの雹などの奇跡的な出来事において、神を信頼する者はその力を示されて、神の力を

得るのです。分類的には、士師記、サムエル記、列王記と一緒に歴史記述書と分類されています。ただしこれ等の征服物語

はあくまで後の時代に整理され理想化されてイメージを表現するものであって、実際はカナンの地へ定着する歴史的な経過

は、はるかに複雑なものであったと考えられます。 

「ヨシュア記」は二つに分けられていると言えます。前半はカナンの中心的な街の攻略が述べられおり（１～１２章）カナン征服と

いうイスラエル民族の歴史的な大事件を、様々な説明で多くの物語が記されています。後半は、それぞれの民族に、くじによ

って分配された土地の境界線の説明、そしてそのまちの名前が一覧に記されてあります（１３～２２章）。十二部族にはそれぞ

れ割り当ての地が与えられ（レビ族には、各地に点在する町々が与えられた）、 後には、ヨシュアの告別の言葉と、それぞれ

の土地に定住したイスラエルの人たちが、改めて神様に従うと誓ったシクムでの大切な集会の様子が語られています。  権 甲植（続く）



 

 
 
 
 
 

 

 

５月第２例会議事録 
日時： ５月２４日（水） １８：００～２０：００ 

ブリテン編集委員会 18：00～18：30 
第２例会       18：30～20：00 

場所： 市民ホール 204 号室            （敬称略） 
出席者：上野会長、羽太、篠坂、桑野、柏原、島田（各ワ

イズ）、柳原連絡主事 

議事・報告 

◇第１例会の予定 

・７月１９日（水）  キックオフ例会 

部長公式訪問、役員交代式、入会式を予定 

柏原会長のプレゼンを卓話に替えて行う 

・８月例会  西宮クラブとの合同納涼例会決定  

日時・内容などは５月３０日次期役員準備会で話合う 

・９月 20 日（水）  メネット例会予定 

・１０月１８日（水） 

ゲストススピーカー 柳原高志氏  

（柳原謙介連絡主事の父上） 

◇４月度会計報告が羽太英樹会計から報告され承認 

◇第２１回西日本区大会実行委報告 

・５月１５日 前夜祭の食事と場所見学 

参加者： 上野会長・柏原実行委員 

・５月２２日 実行委員会 

参加者： 羽太会計・柏原・桑野次期キャビネット 

・６月１９日 プログラム委員会  

・６月２２日 実行委員会  

★２０１８年６月の第２１回西日本区大会（六甲部主催）

実行委員会の報告をブリテンに掲載する 

◇第２０回西日本区大会（熊本）に於いて、芦屋クラブ担当

のチャリティゴルフと芦屋クラブ２０周年記念例会のアピール 

２０周年のチラシは、上野会長が作成 

第２１回西日本区大会の名刺を桑野が作成 

◇第２０回西日本区大会＆ＤＢＣ交流会はフェローシップア 

  ワーに期待 

◇その他 

・４月入会の中山豊美ワイズに対し上野会長、柏原書記、    

羽太会計によるオリエンテーションが行われた  

・菅原 進氏の入会式７月例会で行う 

・今期退会のメンバーの会員異動届を西日本区に提出 

今後の予定 
・６月５日（月） 次年度チャリティラン協議会 

 Ｙ‘サ主査及び委員が出席予定 

・６月２８日第２例会を柏原次期会長宅で行い、２０周年

及びクリスマス祝会の実行委員会とする  

・７月８日（土）第１回六甲部評議会 

メンバーの１/３の出席が必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇三宮会館オープンハウス Day 

５月１３日（土）に神戸 YMCA 三宮会館の竣工記念式典、

オープンハウス DAY を開催いたしました。あわせて、250 名

を超える来館者があり、YMCA の諸活動についての紹介や

コンサートなどが行われました。この会館が、会員、地域に

開かれたものとなり、集い、出会える場所となるようにとの思

いを改めて感じる一日となりました。  

◇今後の予定    

 1) 特別講演会 

「インドにおける女性や子どもへの支援から学ぶ」 

   日 時： 2017 年６月２日（金）18：30～20：00 

   場 所： 神戸 YMCA 三宮会館チャペル 

   参加費： 無料 

2）ワークショップ難民 

   日 時： ６月１４日（水）「難民とは」  

６月２８日（水）「難民になる」 

         ７月１１日（火）「難民と暮らす」  

☆ 全日程 18：30～20：00 

   場 所：神戸市青少年会館 ５F レクリエーションホール 

   申込み：神戸 YMCA 国際・奉仕センター  

電話 078-241-7204 

   内 容：紛争や迫害から逃れ、故郷を追われた難民へ 

私たちができることは何かを一緒に考えるワーク  

ショップです。 

3）神戸キリスト教青年会 2017 年度定期総会 

  日 時：6 月 30 日（金）18：30～20：30 

  場 所：神戸 YMCA 三宮本館 

 

ＹＭＣＡニュース 

スピーカープロフィール 

野口善國氏（神戸西クラブ） 
1970 年東京大学法学部卒。卒業後は刑務官として法

務省矯正局で働く。1980 年に弁護士登録、矯正局時

代の経験を活かして少年事件を多く担当する。兵庫県

弁護士会子どもの権利委員会委員長。2008 年永年の

保護士としての貢献で藍綬褒章を受章。 

著書：『歌を忘れたカナリヤたち』（共同通信社、2005 年）

『それでも少年を罰しますか』（共同通信社、1998 年）

 熊本みなみクラブ 
毎年５月の例会の恒例になりつつある、江津湖、江藤

ボートハウスでのバーベキュー例会を今年も開催いたしま

した。昨年に引き続き、熊本バーベキュー協会の米村さ

んと、今年は吉野さんがインストラクターとしてご参加いた

だき、とにもかくにも豪華な本格的なバーベキュー料理を

ふるまってくださいました。ただ焼いて食べるという範疇を

超えて、屋外で、、、炭焼きで、、、目の前だからこそおい

しい料理を目で楽しんで、舌で堪能した満足感の高い

例会を開催することができたようです。今回学んだ、バー

ベキューを究極まで楽しむ心得を習得し、私たちみなみ

クラブをはじめ多くの広い場でバーベキューの極意を伝道

できるようになれるように研鑽しようと思える楽しい例会で

した。                第１例会報告より 

ＤＢＣだより

編集後記： ◇６月はワイズの年度末、熊本での西日本

区大会で大野次期理事に引き継がれます。来年６月の

大会は神戸で開催、アピールの為のお揃いのカンカン帽も

準備ＯＫ！（熊本みなみクラブの皆様にお世話になりまし

た）◇芦屋クラブは２０周年記念例会もあり、楽しくも大忙

しの１年になりそうです。逐次ブリテンで報告しますので、

全員参加の気持ちで頑張りましょう。◇梅雨の季節になり

ます。皆様ご自愛ください。          桑野友子


