
9 
Sep, 2018 

 255 号 

￥＠０：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   長  桑野友子 

直前会長  柏原佳子 
副 会 長  
書   記  菅原 進 
会   計  羽太英樹 
監   事  五十嵐政二 
連絡主事  三島浩司 
六甲部ＥＭＣ主査 柏原佳子 
                                       

９月 メネット月間です！ 

              メネット事業委員長 五十嵐かほる 

大変な暑さの夏でした。でも、若いリズムが弾けたような芦屋

Y's の夏。そのほとぼりが冷めないうちにメネット月間となりまし

た。芦屋 Y's はタレント豊かなメンバーにめぐまれ、とても楽し

く、ユニークな例会がつづきます。今年はフレッシュな大岩メン

がメネットとの素晴らしいコラボをきかせてくださいます。一昨年

はお抹茶を差し上げて日本の素晴らしい文化しきたりとに想

いをよせました。昨年は三田オープンガーデンのお話も美しくた

くましく女性としてたいへんに鼓舞されるものでした。こうして良

き講師にめぐまれることもあり、メネットメンバーの中から大輪が

咲くこともあり、今後もきっと、メネットパワーは輝くことでしょう。

2013〜14 年の障がいを持つ方々の作品展は六甲部メネット

全員での結集でした。後にもたくさん良い尾をひいています。

大きなことはしないでも、メネットらしい企画で Y‘s の皆さんが

リフレッシュなさるでしょう。メネットも私を含んでみんな忙しくし

ています。そのなかでご夫君たちがいつもの立場と逆転して

９月例会の応援をしていただき、その前に「毎月芦屋 Y's は 

メネットとともに出席しましょう。」と手を添えて誘っていただきた

いです。メネット同志もお互いを知り合うチャンスつくりの努力を

いたしましょう。 

誰もがメネット連絡員です。他クラブにもその手をのばして握

手をしょうではありませんか。 

８月例会出席表 

第１例会出席者 
メンバー  １２名 
ビジター   ２８名 
ゲスト     ７名 
メネット    １名 
コメット      名 
合 計   ４８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    １６名 
（内広義会員２名） 
出席率 ９２.８６％ 

ＢＦ切手    

累計  ｇｍ 

 

ニコニコ 

７月  14,006 円 

累計 38,536 円 

ｄ主   題 

国際協会会長        Moon Sang Bong（韓国） 
‘Yes, we can change.’ ‘Courage to challenges’  

 
アジア太平洋地域会長   田中博之(東京多摩みなみ) 

‘Action’ ‘With Pride and Pleasure’ 
 

西日本区理事        遠藤通寛（大阪泉北クラブ） 

’Let’s Protect and Cultivate What Should BePassed 

on to the Future.’ 「未来に残すべきものを守り育てる」 
 

六甲部部長          大田厚三郎（神戸西クラブ） 
｢六甲部は、一つの体。 

共に助け合い、部全体の発展向上を図ろう｣ 
 

芦屋クラブ会長       桑野友子 
「メンバー１人々々の満足度を上げよう」    

今月の聖句 
私はこの手で、私自身の生活のためにも、共にいた人々のた 

めにも働いたのです。あなた方もこのように働いて弱い者を助 

けるように、また、主イエスご自身が「受けるよりは与える方が 

幸いである」と言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも 

身をもって示して来ました。＜使徒言行録２０：３４～３５＞  

“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 ： Tomoko Kuwano 4-16-23-401 Motoyama-nakamachi,Higashinada-ku,Kobe  
Mail ： kuwano-t@nifty.com   Tel. ： 078-431-8418           〒658-0016 Japan    
URL ： http://www.kobeymca.org/kobe_ymca/ys/ashiya.html  

９月第１例会（メネット例会） 

と き： ２０１８年９月１９日（水) １９：00～２１：00 

ところ： ホテル竹園芦屋３Ｆ．              

司会： 羽太光子メネット 
 
１．開会点鐘  五十嵐かほるメネット会長 

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  島田保子メネット 

６．会食・会談   

７．エンターテイメントタイム 大岩恵美メネット 

「シンガソングライターＡＭＹのトークと歌」 

８．事務報告  桑野友子会長  

  各事業委員報告 クラブ事業委員 

９．ＹＭＣＡ報告  三島浩司連絡主事 

10．ニコニコ献金報告 坂東幸子ワイズ 

11．誕生日祝い  桑野友子会長 

12．閉会点鐘  五十嵐かほるメネット会長 



８月西宮クラブ/芦屋クラブ合同納涼例会 

日 時： ８月１１日（土）18：00～21：00 

場 所： ホテル竹園芦屋 飛鳥の間       （敬称略） 

出席者： 桑野友子会長、五十嵐政二、上野恭男、大岩雅典、

柏原佳子、篠坂幸彦、島田 恒、菅原 進、中山豊

美、羽太英樹、坂東幸子、福原吉孝各ワイズ、五十嵐

かほるメネット 以上１３名 

ビジター： 杉本隆人（神戸学園都市）、山根泉（神戸） 

西宮クラブメン・メネット（２６名） 

ゲスト： 長竹孝夫（篠坂ワイス友人）・宇佐美貴史（よしましよ） 

ゲストミュジシャン： 鳩正宗（５名）      合計４８名 
       
連日猛暑の 8 月 11 日（土）18 時～21 時 ホテル竹園芦屋

にて恒例の西宮クラブとの【合同納涼例会】が開催された。

西宮クラブ２６名芦屋クラブ１３名 ビジター/ゲスト９名合計４

８名参加の盛大なパーテイ スタイルの食事会となった。 

■芦屋クラブメンバーは開会 1 時間前の 17 時に集合となり

この例会に取り組む意気込みが……。既にステージまわりで

は音響効果の機器セッテイングにプロが一人慌ただしく配線を。

よく見ると何と大岩ワイズ（芦屋クラブ）だった。■定刻 18 時、

西宮クラブ広瀬一雄／石井恭子両ワイズの司会のもと芦屋

クラブ桑野友子会長により【開会点鐘】が高らかに。【Y's ソ

ング】もいつになく大合唱となる。羽太ワイズ（芦屋クラブ）によ

る【聖書朗読】に続き、桑野・山口（吉）両クラブ会長により

各々のクラブのワイズ・メネット・本日のゲスト・ビジターがひとり

一人が丁寧に紹介された。柏原佳子次期六甲部部長（芦

屋クラブ）による心のこもった【食前感謝】の後、浅野純一六

甲部書記（西宮クラブ）による【乾杯】と進み会食・懇談に移

った。■西宮クラブにてプロデュースされた神戸大学 OB5 名の

方々で編成されたブルーグラスバンド「鳩正宗」奏でる軽快な

アメリカンルーツミュ―ジックで食事会がスタート。ブルーグラス

ならではの音色が 1940 年代の

アメリカ大陸を再現。グラス片

手に両クラブメンバーがあちこち

で明るい笑い声もまじり交流が

始まる。■会場右側空きスペ

ースでは両クラブ合同のカントリ

ーダンス愛好会【カントリーライ

カーズ】の方々10 数名（西宮

／山口吉郎会長・山本常雄

ワイズの男性メンバーも含む）が

愛用のカントリーファッションで軽快なステップを披露。ムードも

盛り上り、食事会も両クラブ和気あいあいと進んで行く。 

■頃を見計らい芦屋クラブの面々が片隅に集合しクラブ対抗

の「演し物」の準備に入る。今年は中山ワイズのリードでバラエ

テイ「バナナボート」と上野ワイズのウクレレと「バラが咲いた」の

混声合唱である。■用意されたコスチュームのパレオ(色鮮や

かなポリネシアンプリントの腰巻き)を男性ワイズもまとい南国ム

ードが漂うなか愈々「バナナボート」シヨウの始まりだ。中山ワイ

ズのウクレレ演奏と掛声「Day・o!day・ay・o!」にて男性チーム

のバナナボートソングが始まりミスター タリバン(検量役)に扮す

る上野ワイズの前を艶やかなポリネシアンスタイルの女性チー

ムが踊りのステップで一人づつ大きいバナナの房をかかげなから

ソングに合わせて登場！軽快な男性コーラスが続く中、各テ

ーブルを廻り、心を込めてバナナを一人づつに手渡しで……。

その余韻が残るなか次は男女全員ステージで「バラが咲いた」

を合唱。途中からは出席者全員も加わり大合唱。さながらフ

ォークソング全盛期の聖地【静岡県ヤマハ嬬恋フエステバル】

にタイムスリップした様だ。こうして２つのショウは今年の芦屋ク

ラブのチームワークを大いに表現したひと幕だったのでは…。 

■続いて西宮クラブのステージとなり、石井恭子直前会長率

いる「ゲームタイム」が始まった。浅野純一、山口吉郎、廣瀬

一雄ワイズ３名の出題者がステージから同時に発声する異な

る魚、野菜など

の名 前を客 席

から聞き分け解

答するゲームで

あ り 、 か な り の

難 問 も あ り 全

員が必死なって

耳 を 澄 ま せ る

…。出題発声

側もタイミングを

同時に合わせるのに必死だった様でミスするなど全員が笑いこ

けた楽しいゲームだった。……。■その後再度「鳩正宗」のカ

ントリーミュージック タイムとなりスタンダードのナンバーが次々と

披露され島田・福原両ワイズもステージに飛入りし「カントリー 

ロード」「ユアーマイサンシャイン」等をバンド「鳩正宗」と共に大

絶唱！ステージ前では【カントリーライカーズ】がリズム感ぴった

しの見事なステップを。山本容子メネット（西宮）のリードのもと

徐々に参加者全員が大きな輪となりピークを迎える。こうして

3 時間に亘る充実した恒例の【８月合同納涼例会】も終わり

に近づき大岩ワイズ（芦屋）より大いに意義ある【余島 ONE  

CAMP 参加報告】が的確に行われた。両クラブ定例の【Y's 

ニュース・YMCA 報

告・誕生日お祝い】

と 続 き 山 口 吉 郎 

西宮会長による挨

拶があり閉会点鐘

となった。 

■ 今 回 の 催 事 は

両クラブがお互いに

本来持ち合わせて

いる【芦屋クラブの

香り】と【西宮クラブの香り】が心地よくブレンドされた素晴らし

い【香り】が漂っていたのでは…。         篠坂幸彦 

２０１８年８月西宮/芦屋合同納涼例会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪余島の思い出 （８月号に続いて）♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２２回キリスト教講座「イザヤ書」 

このキリスト教講座もやっと旧約聖書の３大預言書の中で筆頭と言われている書物に到達しました。イザヤと言う名前の意

味は、ヘブライ語で「主は救う」で、それはこの書を理解する鍵と言えるでしょう。新約聖書はイエスキリストが人々を「救う」メ

シアであることを示すために度重ねてイザヤ書を引用しています。またこの書簡は聖書の中で最も美しい詩と最も有名な希

望の言葉が書かれていると言えます。ここには「選ばれた民」イスラエルの民や指導者たちは律法に従わなかったために罰せ

られ、バビロニアに連行され、やがてユダヤの地に戻ってくる。そして神様が約束したように神殿は再建され、イスラエルの人々

は明るい未来への希望を抱くことができると語っています。この書簡の構造としては全６６章からなっていますが、そのうち、紀

元前８世紀の予言者イザヤによるものは３９章までで、４０～５５章、５６～６６章はそれぞれ前６世紀、前６-５世紀の別の

作者によるものと考えられています。それぞれの作者名は判らないので、これを第２イザヤ、第３イザヤと呼ぶのが習わしとなっ

ています。しかも５６章以下には、第３イザヤ以外に複数の著者を想定することが多いのも事実です。第１イザヤ書は、イス

ラエルの人たちの罪の弾劾と悔い改めの勧め、そしてメシアの到来や残りの者の立ち還りの希望などを語り、第２イザヤ書

は、罪の許しとバビロニア捕囚からの解放を予言しています。特に５３章では「苦難のしもべ」の贖罪による救済を述べていま

す。第３イザヤ書は、バビロニア捕囚から解放された後、祖国と神殿の復興と教団形成の複雑なその歴史的背景を反映し

て、人々の救済や審判が様々に語られた書簡であると言えます。                       権 甲植 （続く） 

芦屋クラブの隠し芸 ♪羽太さまのお宅で中山さまがウクレレ自参
でバナナボートを唄って下さり、歌詞カードに
合わせて楽しく歌いましたね。その後、西宮ク
ラブからのご提案で「かくし芸」を披露するとの
こと、この前は芦屋がちょっとお粗末だったので
第１例会で中山さまにお願いしたのです。 
そうしたら彼女から「ご自宅で」とお誘いいただ
き（７名参加）、あのパレオやフラのスカ―ト、
Ｔシャツが用意されていて♪そこで、乗りに乗
ってきた私は、バナナを掲げて、腰を振って！
あのコスチュームがなかったらあんな風にはな
らなかったでしょう！         柏原佳子 

西宮クラブの 

言葉当てクイズ 



シンガーソングライターＡＭＹ（大岩恵美メネット） 
                          
活動開始：２００６年 
ファーストアルバム  
「ありがたい 」 
 ２０１０年１０月発売      
２児の母。 関西を中
心に、ラジオ番組出演
ライブ活動 

西宮さくらＦＭ、７８．７にて第４金曜２３：００～（月一回） 
一時間の音楽番組、２０１３年４月からは自身の冠番組 
ＡＭＹＳＨＯＷをメインパーソナリティーとして現在も放送中 

 

2018 年８月第２例会議事録（抄） 

日 時： ８月２２日（水）１８：３０～ブリテン編集会議１８：00 

場 所： 芦屋市民センター            （敬称略） 

出席者： 桑野会長・五十嵐・上野・大岩・柏原・篠坂・菅

原・中山・羽太・坂東＆五十嵐メネット  １１名 

議事・報告 

◇第１例会予定 
・１０月 １０月１７日（水）  

石戸 信也氏  絵葉書による神戸の歴史  
・１１月 １１月２１日（水） 大田厚三郎ワイズ 

現代福祉事情－ケアマネージャーの目－ 
・１２月 １２月２３日（日） クリスマス祝会  

１２月１９日（水） 第２例会＆準備例会開催 
・１月 １月１６日（水） 鯖尻佳子ワイズ 生け花のお話 

◇７月度収支＆２０１８-１９年度予算（羽太会計）承認  
◇余島訪問 ７月３０日（月）～８月１日（水） 

ブリテン８月号をお読みください 
参加者： 上野・柏原・桑野・菅原・中山・坂東・島田＆ 
          大岩（Ｏｎｅ Ｃａｍｐ） ８名 
★クラブから支給の余島参加支援金は、「よしましよ」に寄 
 付する事に参加者全員が賛成 

◇その他 
・瀬戸山陰部が六甲部に合流する件の第１回検討委員 

会が８/18（土）に開催。議事録はクラブ全員にメールに
て送信し、経緯を見守る。神戸、広島、姫路のＹＭＣＡ
活動の位置関係は現状のままで問題なない 

 次回は９月８日（土） 
・２０周年記念誌は今年度中に作成予定。編集委員会 
委員： 桑野会長・上野・柏原・篠坂・菅原・羽太ワイズ 

・次期会長を９月１５日までに決定する 
・柏原次期六甲部部長のキャビネット 

書記：上野恭男、会計：羽太英樹ワイズに決定、承認 
・ＥＭＣ集計は毎月５日までに提出（菅原ＥＭＣ委員） 

  ・チャリティーラン（１１月３日）みどり作業所は行事が重な 
  り、今年は不参加 

今後の予定 
◇六甲部部会： ９月２２日（土） 12：30～19：00 

神戸 YMCA＆六甲荘  会費： 8,000 円 
会長よりのメールにて出欠を取る（９/１０締切） 

◇西宮クラブ 「カントリーダンスを楽しもう」 
９月２９日（土） 17：00～19：00 会場： 賀川記念館 
チケット： 3,000 円 芦屋クラブより６名参加 

◇姫路グローバルクラブ２５周年記念例会＆瀬戸山陰部 
さよなら部会 １０/７日（日） 場所： 塩田温泉（姫路） 
参加者： 桑野、柏原、上野ワイズ 

六甲部ＥＭＣ事業委員会 

８月２８日（火）18：30～20：30 神戸ＹＭＣＡ３１０号室 出

席者数９名 大田六甲部部長キャビネットと六甲部７クラブ

よりＥＭＣ事業委員の皆様が集まり、レジュメに添って意見交

換をいたしました。活発な発言と共に、終始、和やかな時間

を持つことができ感謝です。ＥＭＣ出席率に関しては、六甲

部独自の提案で毎月の集計リストを出すことが決まりました。

ＥＭＣ事業委員がクラブの人数や例会出席者など把握して

いればこのリストに書くことはそう難しいことではないと思われま

す。来期にはクラブ数が増えることも考慮し、六甲部がまず正

確な作成ができるようにしておきたいと思います。 

ＥＭＣ主査 柏原佳子 

チャリティーラン第１回協賛委員会 

日時： ８月２７日（月） 場所： ＹＭＣＡ２０２号室 

参加者 杉村肇Ｙサ・ユース事業主査、福田宏子（宝塚）、

上野恭男（芦屋）、川崎孝子（神戸）、田辺征一（神戸学

園都市）、水野雄二（神戸ポート）古谷佳之スタッフ 

７月１８日の実行委員会の報告があり、小学生ランをこどもラ

ンに変更し参加者のＵＰを図るなど話し合う。また、協賛委

員長は杉村肇主査に決まる。 

個人協賛者を整理し、ＹＭＣＡスタッフ、協力業者にも声をか

けよう。ワイズは会員あての封筒を作成し配布するなど話合う。 

次回、実行委員会は１０月１日（月）、協賛委員会は１０月

１５日（月）に決定。    Ｙサ・ユース事業委員 上野恭男 
 
 
 

◇余島リフレッシュキャンプ 
西 日 本 豪 雨 の被 災 地 の子 ども達を招 待 し、全 国の
YMCA が協力して余島にてリフレッシュキャンプを行います。
キャンプ参加費は全額寄付金にてまかなわれます。子ども
達の笑顔があふれるキャンプとなるようお祈りいただければ
幸いです。 
日程： 2018 年 9 月 15 日(土)～17 日(月・祝) 2 泊 3 日 
場所： 神戸 YMCA 余島野外活動センター 

 
◇日本 YMCA ステップⅡ研修 

静岡県御殿場の YMCA 東山荘及び、東京の在日韓国 
YMCA アジア青少年センターにおいて、日本 YMCA ステッ
プⅡ研修が行われます。全国の YMCA から 11 名が参加
し、YMCA の使命遂行のための知識、理論、技能の習得
を目指します。神戸 YMCA からは、芦屋クラブ前連絡主
事の藤田主事と学園都市 YMCA の間主事の 2 名が参
加します。 
日程： 9 月 18 日(火)～12 月 1 日(土) 
場所： YMCA 東山荘及び在日韓国 YMCA 青少年センター 

 

 

 

                               

 

ＹＭＣＡニュース 

編集後記： ８月も間もなく終わりますが、まだまだ暑い

日が続いています。暑いと言えば、７月初めの猛暑の最

中、我が家は書斎と寝室のクーラーが相次いで故障とい

う被害に襲われました。今期はＥＭＣ主査というめぐりあ

わせの為、各クラブＥＭＣ事業委員から次々と届く集計

表をまとめねばなりません。数字が好きではない上に、エ

クセルは苦手、熱風の扇風機を背中に受けながら悪戦

苦闘したこの夏の中で余島の２箔３日を過ごせたことは

幸せだったと改めて思います。余島の海は、青く美しく、

人は皆、明るく優しく穏やかで・・・。      柏原佳子 


