
２ 
Feb., 2018 

 248 号 

￥＠０：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   長  柏原佳子 

直前会長  上野恭男 
副 会 長 桑野友子・堤 清 
書   記  上野恭男 
会   計  羽太英樹 
監   事  五十嵐政二 
連絡主事  柳原謙介 
六甲部Ｙサ・ユース主査 上野恭男 
                                       

２月はＴＯＦ・ＣＳ・ＦＦの協調月間です 

羽太英樹 

改めてワイズ用語の確認から始めます。  

ＴＯＦ (Time of fast) ＝断食の時。  

ＣＳ (Community Service) ＝地域

社会奉仕。  

ＦＦ (Family fast) ＝家族で断食。 

ワイズメンズクラブには５つの事業があり

ますが、今月はその二番目の「地域奉

仕・環境」事業を特に覚えて地域のみならず国際的なワイ

ズの活動を支えようという協調月間です。 

世界の食糧は先進国に偏り、さらにそこで大量に無駄に

破棄される一方、世界的には栄養不足人口は８億人を

超えると言われます。我が国でも「子どもの貧困」が話題に

なる時代です。 

世界の食に窮している人々へのためＴＯＦ(\1,400)、ＦＦ

(\800)のご支援を、また地域社会奉仕、ＣＳ献金（\1,500）

も合わせお願いいたします。 

芦屋クラブは地域奉仕事業として、「芦屋みどり福祉会」

を支援しています。従来からの秋のＹＭＣＡチャリティーラン

への共同参加のみならず、４月に予定されている六甲部

「きらりと輝くアート展」へのお誘いもしています。 

１月例会出席表 

第１例会出席者 
メンバー  １４名 
ビジター    ４名 
ゲスト     1 名 
メネット    ２名 
コメット      名 
合 計   ２０名 

例会出席率 
出席者    １５名 
メイクアップ    名 
合 計    １５名 
在籍者    １８名 
（内広義会員１名） 
出席率  88.24％ 

ＢＦ切手    

累計  ｇｍ 

 

ニコニコ 

１月  35,500 円 

累計 105,956 円 

主   題 

国際協会会長       Henry J. Grindheim（ノルウェー） 
「ともに、光の中を歩もう」 “Let Us Walk in the Light–Together” 
 

アジア太平洋地域会長  Tung Ming Ｈｓｉａｏ(台湾）  
「ワイズ運動を尊重しよう」    ”Respect Y’s Movement” 
 

西日本区理事        大野 勉（神戸ポートクラブ） 
2022 年に向けて「心身の健康づくりからクラブの健康づくりへ」 
”Healthy mind & healthy body make healthy club” 
 

六甲部部長          杉本隆人（神戸学園都市クラブ） 
｢共感しあい、支えあおう｣ 
Empathy each other, Root Y”s & YMCA 
 

芦屋クラブ会長       柏原佳子 
「賜物にしたがって」   “According to the gift” 

今月の聖句 
主は、地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思い 

計っているのを御覧になって、地上に人を造ったことを後悔 

し、心を痛められた。        ＜創世記 ６：５～６＞ 

“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 ｌｕｂ

ｓ

ＴＨＥ Ｙ’Ｓ ＭＥＮ’Ｓ ＣＬＵＢ ＯＦ ＡＳＨＩＹＡ 

 
 

Chartered April 11, 1998 

Address ： Keiko Kashihara 4-16-23-402 Motoyama-nakamachi,Higashinada-ku,Kobe  
Mail ： kashihara-k28@kxbiglobe.ne.jp  Tel. 078-431-3511       〒658-0016 Japan   
URL ： http://www.kobeymca.org/kobe_ymca/ys/ashiya.html  

２月第 1 例会（事務例会） 

と き： ２０１８年２月２１日（水) １７：00～２１：00 

ところ： 芦屋市民センター２０４号室       

司会： 柏原佳子会長 

受付： 羽太英樹ワイズ・坂東幸子 
 

１．開会点鐘  柏原佳子会長 

２．クラブソング斉唱    一同 

３．聖書朗読    羽太英樹ワイズ 

４．食前感謝            大岩雅典ワイズ 

５．会食・歓談 

    芦屋三佳（みよし）のうな重 

６．次期クラブ役員の決定   桑野友子次期会長 

７． 第２例会議事録承認   柏原佳子会長 

   事業委員報告   各事業委員 

８．ＹＭＣＡ報告    柳原謙介連絡主事 

９．ニコニコ献金報告   島田恒ワイズ 

10．誕生日祝い    柏原佳子会長 

      坂東幸子ワイズ・堤 和子メネット 

1１．閉会点鐘    柏原佳子会長 



１月第１例会報告 

日時： １月１７日（水）１９：００～２１：００ 

場所： ホテル竹園芦屋３Ｆ         （敬称略） 

出席者： 柏原佳子会長、五十嵐政二、上野恭男、大岩雅典、

桑野友子、権 甲植、篠坂幸彦、島田 恒、菅原 進、

中山豊美、羽太英樹、坂東幸子（ワイズ）、五十嵐かほる、

羽太光子（メネット）柳原謙介連各主事 

ゲストスピーカー： 山田貴子（神戸ポートメネット） 

ビシター： 大野 勉、大野智恵、山田滋己（神戸ポートワイズ） 

ゲスト：  長竹孝夫（篠坂ワイズ友人）         （計20 名） 
 
全国的な寒波襲来が続いていたが新春 1／17（水）に１月

第１例会が予定通り開催された。 初に柏原会長より年頭

の挨拶があり、当日は【阪神淡路大震災の日】にあたり全員

で犠牲者の霊に黙祷を捧げ、その後、開会点鐘となった。 

クラブソング斉唱・羽太ワイズによる聖書朗読と続き本日のゲ

スト・ビジターの紹介に移り権ワイズによる食前感謝にて会食

懇談にはいる。 

本日はゲスト スピーカ

ーとして神戸ポートクラ

ブ山田貴子メネットを

お迎えし【紅茶の美味

しい入れ方、楽しみ方】

をテーマに講話が行わ

れた。まずは〈中国の

お茶の歴史〉からスタ

ートし〈イギリスでの紅

茶文化への広がり〉と続き 19 世紀に入るとボーンチャイナ陶

器が開発されビクトリア王朝時代にはアフタヌーンティーなどお

菓子と一緒に紅茶を飲む習慣がイギリス全土に広がる事に

……。続いて〈お茶の基礎知識〉として◆紅茶も緑茶もウー

ロン茶も原料となるのはチャの木。学名をカメリア・シネンシスと

言うツバキ科に属する常緑樹。◆紅茶の製法（茶摘みから

乾燥まで）◆グレード（等級）～オレンジ・ペコ、ブロークン・オレ

ンジ・ペコ等◆世界の 3 大紅茶～ダージリン（インド）ウバ（スリ

ランカ）キーマン（中国） 等が大変解りやすく説明された。 

そして愈々、〈紅茶の

入れ方〉と〈楽しみ方〉

の説明の後、各自が

当日持参した自慢の

マイカップにて入れたて

の紅茶を戴く事に……。 

これらの作業を全てスピーカー山田貴子メネットの夫君でおら

れる山田滋己ワイズがなされた。その心のこもった一杯一杯が 

どれだけ美

味 し か っ た

ことか……。

因 み に 当

日 の 紅 茶

は〈QUEEN  

ＡＮＮＥ〉と

呼ばれる英

国 フ ォ ー ト

ナム＆メイソン社製のアッサムとセイロンのブレンドされたもので

した。 

今回の山田ワイズ御

夫妻によるホスピタリテ

ィー溢れた全てのセッテ

ィングこそが（柏原会長

提 供 によるミニシクラ

メンの卓上花も含め） 

【アフタヌーンティーの原

則】と理解し、愉しいひ

とときと紅茶の香りの余

韻が続き……。有り難

うございました。 

その後、西日本地区理事大野勉ワイズから「8 年前の鈴木

理事の時に神戸ＹＭＣＡを起点に西日本各地を大会開催

地広島に向かって走った。『折鶴ラン』は柏原佳子ワイズの命

名です。各地でワイズの応援をもらって、伴奏してくれた人も。

今回は前回走れなかった和歌山や金沢ｅｔｃ．を走って 6 月に

神戸ＡＮＡクラウンホテルに到着したい。１ｋｍ走るごとに 100

円のファンド、今日は西宮から須磨まで 30ｋｍ走って 3,000 円

を震災復興基金に寄付できた」とのスピーチがあった。 

続いて、会長による第 2 例会議事録承認、各事業委員報

告、YMCA 報告（追加事項として中山、大岩両ワイズから

「よのしま」関連の報告含む）、ニコニコ献金（クロード チアリ

氏のサイン色紙を３名の方にじゃんけんで進呈及び会長と上

野ワイズ、それぞれがニコニコ多額献金にて色紙を手にされ

た。）、誕生日祝（中山豊美ワイズ、島田保子メネット）にて

閉会点鐘となった。                    篠坂幸彦 
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１月のお誕生日 

  島田メネット 
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例会風景 



余島ＯｎｅＣａｍｐ第一回実行委員会 

本年７／２７（金）～８／１（水）５泊６日開催される神戸ＹＭ

ＣＡ余島ＯｎｅＣａｍｐの第一回実行委員会に出席しました。

1 月１９日（金）神戸ＹＭＣＡ三宮会館３階会議室にて１８：

００～２０：００に行われ、当芦屋クラブからは、柏原会長、桑

野ワイズ、中山ワイズ、私（大岩）の４名が参加いたしました。 

昨年１１月、芦屋クラブ第一例会でゲストスピーカーとしてき

ていただいた余島キャンプ阪田所長が立ち上げた、障がい者

と一緒に過ごすキャンプＯｎｅＣａｍｐの第一回実行委員会で

した。 

昨年１１月例会に出席された方はご存知だと思いますが、阪

田所長の目指す、余島ＯｎｅＣａｍｐとは『異なる境遇で生き

る私たちがともに過ごすキャンプ』と銘うって開催され、長期的

視野では、人間同士の多様性を認め、受容する社会を実

現することを目的としています。 

今回の、初回ディスカッションでは

メンバーの自己紹介や、このキャ

ンプの目的をメンバーに理解して

もらい、いろいろなアイデアを、持ち

寄るという趣旨で行われました。 

我芦屋クラブの中山ワイズは長年、

余島キャンプに力を注いでおられ、

ご自身も任意支援団体「よしまし

よ」を代表されており、その趣旨を

理解し応援するべく４人の参加と

なりました。他にも京都、神戸ＹＭＣＡ、京都 YWCA（キリスト

教女子青年会）からも多数の参加があり、４０名ほどの大人

数で活発な意見が交わされました。障がい者支援という奉仕

活動であるということで、熱く暖かい雰囲気で終始し、その会

議は盛り上がりすぎて、定刻を３０分オーバーしてしまいました。

そしてその会議終わりで反省会も開催されました。若い学生

メンバーも大勢残ってくれて、三宮の居酒屋パブで行われまし

た。反省会には、当クラブの４人も全員参加し、そこでも本会

議同様熱い盛り上がりとなりました。中山ワイズが持ってきてく

ださった良い出会いに感謝したいと思います。   大岩雅典 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阪和部新年合同例会に参加しました 

１月１３日、大野理事・進藤書記・中道メネット主任の４名

で阪和部の新年合同例会に参加しました。当日は快晴で

寒さもさほど厳しくなく、１２０名を超える参加者で大盛況でし

た。鏡開きで乾杯（何故かタイガースの法被）、アトラクション

は「傘回しに皿回し」「南京玉すだれ」の大道芸、お正月らし

い華やかさで大いに楽しみました。ここでも大野理事携行のギ

ターで「西日本区大会」をアピールしました。    桑野友子 

使用済み切手収集 

１１月の例会時にＢＦ使用済み切手の収集をお願いしており

ました所、１月の例会にお持ちいただきました、桑野ワイズが、

きれいに整理してくださり、お蔭様で６００ｇ強の切手が集まり

２月のＹＹフォーラムに、持参出来ることになりました。 

ご協力ありがとうございました。今後も捨てないでくださいませ、

よろしくお願いいたします。              坂東幸子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７回キリスト教講座「エステル記」 

エステル記は聖書の中でも幸せな物語の一つです。この物語の主人公はエステルと言う女性です。ペルシャのキュロス大法は

バビロニア帝国をＢＣ５３８に滅ぼしました。その時、捕囚となって７０年間バビロニアで暮らしていたユダヤの人々にキュロスは

故郷へ帰ることを許しましたが、しかし多くのユダヤの人たちは、廃墟になっているエルサレムに戻るよりも、第二の故郷にたって

しまったバビロニアに留まることを求めました。この物語が書かれた時代には女性が主人公と云うのは大変珍しいのですが、エ

ステルはペルシャの宮殿で、自分がユダヤ人であるのを隠し、命を懸けて同胞の人々を救うのです。予想外の展開と個性的

な登場人物に満ちており、外国の宮廷での試練を乗り越えて勝利に至ると言うユダヤの伝統的な物語です。エステル記に見

える人の名前や日付の使い方などは歴史書と言うよりは、歴史を題材とした小説といった方が良いかもしれません。ペルシャ

は他民族の宗教には寛容な民族で知られており、信仰の故に人を殺すと言うような命令が出されたとは考えにくい事なども、

小説と見た方が良いとされる理由です。面白いことに、エステル記は聖書の中では“雅歌”と共に神様に直接言及していない

書簡として知られていますが、“70 人訳聖書”には 6 カ所にわたってヘブライ語本文にない追加が見られています。しかし、神

様の存在はエステルが王妃となってユダヤ人を守るという出来事の背景に明らかに意識されていると言えます。 

エステル記に登場するモルブカイとそのいとこエステルは、バビロニアに留まったユダヤの人なのです。エステル記の物語は中世ヨ

ーロッパの民衆の間で好まれ、多くの”エステル劇“が書かれました。芸術作品としてはラシーヌの同名の戯曲、”リルケの詩“、

ヘンデルのオラトリオなどが知られています。そして今でもこの物語に基づいて”プリムの祭り“が祝われているのです。  （続く） 

留学生交流会のお知らせ 

今年で１３回目の留学生交流会です。 

日時： ２月２８日（水）18：00～20：00 

場所： 芦屋市民センター１１６号室 

エンタテイナー： 大野勉西日本区理事 

ポトラックによるパーティーで交流、皆様 

お得意の料理をお持ちより下さい。 



１月第２例会議事録（抄） 

日 時： １月２４日（水） 1６時～２０時 

場 所： 芦屋市民センター204 号室 

参加者： 柏原佳子会長、五十嵐政二、上野恭男、大岩  

雅典、桑野友子、島田 恒、菅原 進、羽太英

樹、板東幸子（各ワイズ）、五十嵐かほるメネット 

☆ ６：00 よりブリテン編集会議 

議事報告 

◇第１例会の予定 

・２月 21 日（水）事務例会 市民センター204 号室 

19：00～21：00 会費は 3,000 円 食事は「うな重」 

・２月 28 日（水）留学生交流会 市民センター116 号室 

 ポトラック、エンターテイメントは大野理事のギター 

・３月 21 日（祝・水）ホテル竹園芦屋 19：00～21：00 

「テーブルマジックの魅力」 道風匡聰君 

（神戸学院大２回生）  

・４月 18 日（水）ホテル竹園芦屋 19：00～21:00 

｢サイクルサッカーの魅力｣ 村上祐亮氏 

（中山豊美ワイズﾞ紹介） 

・５月 16 日（水）ホテル竹園芦屋 19：00～21：00 

「今 私たちはどこにいるのか」 島田恒ワイズ 

☆ 4 月・5 月は入れ替わりがあるかもしれません  

・６月 20 日（水） 未定 

◇羽太会計より 11 月（含むチャリティーラン）・12 月（含む 20 

  周年記念例会）の会計報告がなされ、承認 

◇「ピンクシャツ」に関して、「メネット会の事業ではない」との五 

  十嵐メネットの報告があり、芦屋クラブとしては関与しない 

◇西日本区大会 6 月 9・10 日（土・日）の「登録のしおり」を 

配布。欠席者には郵送する。 

大会当日のＤＢＣ懇親会は特に設定せず、フェローシップ 

アワーでの懇親とする 

◇行事予定（参加者） 

・２月 10 日（土）13：00～17：00 ＹＹフォーラム 神戸ＹＭＣＡ 

参加者： 柏原、桑野、羽太、篠坂、菅原、坂東、上野 

☆使用済み切手を坂東ＢＦ切手担当委員が持参する。 

・２月 16 日（金）１8：30～ ＹＭＣＡチャリティワインの会 

ポートピア・Ｈ「トランティアン」 会費@￥10,000  

参加者： 柏原、桑野、上野 

・３月７日（水）19：00～20：30 ＹＭＣＡ総主事懇談会と

ワイズ 8 クラブ会長（会現・次期）懇談会 

 出席者： 柏原現・桑野次期会長 

・３月１０-１１日（土・日）次期会長・主査研修会 

大阪コロナホテル 

 出席者： 桑野次期会長・柏原次期ＥＭＣ主査  

・３月 24 日（土）13：00～ 六甲部第２回評議会 

参加者： 柏原会長、五十嵐、桑野、羽太、篠坂、菅

原、大岩、島田、坂東、上野、五十嵐メネット 

・４月７日８日（土日）芦屋川さくら祭り  

・６月９-１０日（土・日）西日本区大会ＡＮＡクラウンホテル 

・６月８日（金）ゴルフ大会（理事杯）芦屋カンツリー倶楽 

☆今期は六甲部を始め多くのクラブで周年行事があります。 

理事通信をご参照ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の行事予定 
・２月 10 日（土）13 時～17 時 ＹＹフォーラム 神戸ＹＭＣＡ 
・２月 16 日（金）チャリティワインの会 18 時 30 分～  

ポートピアホテル 
・２月 28 日（水）18 時～20 時 留学生交流会 

 芦屋市民センター116 号室 
・３月 7 日（水）19 時～ 神戸ＹＭＣＡ 

ＹＭＣＡ総主事とワイズ 8 クラブ会 長（現・次期）懇談会 
・３月 10･11 日（土日）会長主査研修会 

 新大阪コロナホテル 
・３月 24 日（土）13 時～ 六甲部第２回評議会 
・４月７・８日（土日）芦屋さくら祭り  
・６月８・９･10 日（金土日）第 21 回西日本区大会 

 

 

◇神戸 YMCA 春のプログラム募集中 

 スキーキャンプ・春の余島キャンプと充実のラインナップです。

たくさんの子どもたちと過ごす日々は、かけがえのない経験に

なります。詳細は下記のホームページをご覧ください。 

http://www.kobeymca.org/fuyuharu/ 

◇ピンクシャツデーのお知らせ 

 YMCA では、いじめのない社会を目指して、「ピンクシャツデ

ー」取り組んでいます。 

 いじめについて考える機会として、いじめ撲滅のシンボルカラ

ーのピンクを身につけて運動を推進しています。今年のピンク

シャツデーは 2 月 28 日（水）です。 

 ピンクシャツの由来や詳細は、以下のサイトをご覧ください。   

https://www.ymcajapan.org/campaign/pinkshirtday/ 

 
編集後記： １月も楽しい第１例会でした。お洒落に優雅

にアフタヌーンティーを味わいましょう。      桑野友子 

ＹＭＣＡニュース 

 

芦屋クラブ２０周年記念・クリスマス祝会に参加させていただいて・・・ 

１２月２３日、ご縁をいただき「芦屋クラブ ２０周年記念・ク

リスマス祝会に参加させていただきました。当クラブのＤＢＣで

ある「もりおか」「熊本みなみ」が芦屋クラブのＤＢＣであること

から、「友達の友達は友達！」ということで？お声をかけてい

ただき、岩国みなみからは３名が出席しました（リーダー高瀬

氏が残念ながら欠席となり、女性３名の珍道中に…）。 

思い返せば６月の熊本での西日本区大会。ＤＢＣ交流会で

初めて上野さん、柏原さん、桑野さんとご一緒させていただき

ました。その際、みなさんのおしゃれな装い、凛とした表情、上

品で垣根を感じさせないご対応にノックダウン…すっかりファン

となりました。その時に感じた「芦屋クラブステキ！」という思い

があったからこそ、今回の訪問につながったと思います。そう思

うと、やはり、人と人を結びつける鍵となるのは日頃のふるまい

だと痛感。「メンバーを増やしたい！」当クラブの課題ですが、

まずは「ファンになってもらう」ことが一番の近道…そんなことを

思いながら、クリスマスイルミネーションに彩られた芦屋の街を

あとにしました。 

後になりましたが、20 周年おめでとうございました。そして趣向

をこらしたあたたかいおもてなし、本当にありがとうございました。 

        （岩国みなみクラブ 連絡主事：倉本由香里） 

ＤＢＣだより 


