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会   長  桑野友子 

直前会長  柏原佳子 
副 会 長 島田  
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 
                                       

ＪＷＦを覚えて 
                             柏原佳子 

1975 年、日本のワイズメンズクラブ初の

国際会長鈴木謙介氏を輩出し、国際

大会が日本の熱海で開催されました。

熱海クラブがホストしたその大会は、今

も当時を知る人が話しますが、それは

盛大で素敵な会だったそうです。 
大会は成功裏に終わり、かなり黒字が残りましたので、協議

した結果 Japan Fund が誕生しました。 

1997 年にワイズメンズクラブ日本区は、東と西に分かれました

が、その結果 Japan West Fund,と Japan East Fund と名前

を変えて資金を分割しました。略して西日本区は JWF として

JWF 委員会のもとに大事に保管されています。 

「ＪＷＦは皆様の行為によって支えられています。個人やクラブ

の記念ににあわせて献金をお願いいたします」とＪＷＦ管理委

員長がロースターに書かれています。並んで、国際ファンド・オ

ナロールは、10 万円を超える寄金にはクリスタルの記念品が

贈られます。書棚に並んだ２つをとおして在りし日を懐かしく振

り返ることができました。またの機会に是非、ご覧ください。 

有事に備えて大切に管理されており、西日本区の安全を支

えている資金です。これからも基金をしたいと思うような素敵な

記念があるようにと祈ります。 

２月（ＴＯＦ）事務例会出席表 

第１例会出席者 
メンバー  １２名 
ビジター     名 
ゲスト      名 
メネット    １名 
コメット      名 
合 計   １３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    １７名 
（内広義会員２名） 
出席率 ８６．7％ 

ＢＦ切手    

累計    ｇｍ 

 

ニコニコ 

２月   3,000 円 

累計 108,417 円 

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 
「しかし、わたしたち一人一人に、キリストの賜物のはかりに

従って、恵みが与えられています。」   

エフェソの信徒への手紙 ４章７節 

“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  

３月第１例会 

とき： ２０１９年３月２０日（水) １９：００～２１：００ 

ところ： ホテル竹園芦屋               

司会： 大岩雅典ワイズ 

１．開会点鐘 桑野友子会長 

２．クラブソング斉唱 一同 

３．聖書朗読    羽太英樹ワイズ 

４．ゲスト・ビジター紹介   司会 

５．食前感謝         五十嵐政二ワイズ 

６．会食・歓談 

７．ゲストスピーチ    長谷川隆史氏 

    「税のよもやま話」  

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 

      大澤二朗・柏原佳子 （敬称略） 

1２．閉会点鐘    桑野友子会長 



２０１９年２月第１例会 

日時： ２０１９年２月２０日（水）      

場所： 芦屋市民センター           （敬称略） 

参加者： 五十嵐政二、大岩雅典、上野恭男、柏原佳子、

桑野友子、島田 恒、菅原 進、中山豊美、羽太英樹、

浜瀬真知子、福原吉孝（各ワイズ）、三島連絡主事＆

五十嵐かほるメネット 

２月例会は毎年次期クラブ役員の選定が中心議題です。 

会場もホテル竹園ではなく芦屋市民センターで、サンドイッチと

飲み物のＴＯＦ例会です。今年はビールとワインにデザートも

用意して、活発な議論に花をそえました。 

人事に先立ち、島田次期会長が次のような会長方針を発

表されました。 

「クラブ主題を “ミッションを体する共同体” とします。 

現代は目に見えないものが軽視され、社会格差や課題が拡

がっています。YMCA そしてワイズメンズクラブは目に見えない

ものを大切にして歩んできたと思います。『社会や人間はどう

あるべきか』を学びつつ、絆の深いクラブを目指したいと考えま

す。目に見えないものを拡充して学びます。何回かは市内司

祭・教職をゲストに招きます。反面、各教会信徒を例会出

席時に誘ってきていただいてワイズの経験そして参加を呼び掛

ける試みを兼ねています。芦屋クラブに加わることが魅力的な

居場所になってほしいという願いがあります。 

もう一方の重点課題は会員の拡大です。一人一人の協力

が必要です。候補者を挙げていただくこと、パンフレット作製等

は少なくとも考えたいところです。魅力的な例会にお招きする

こと、地道ではありますが王道だと思います。  

当たり前のようにこなしてきた活動が沢山あります。重要です。

財務は均衡させましょう。みんなが参加して決める（決めれば、

そこからブレない）ことを大切にしたいと思います。 

どうか皆さまよろしくお願い申し上げます。」  

役員人事の他にも、大切な議題・報告が活発になされました。 

２７日の留学生交流会の打合せが終ったのは９時半まじか、

チャイムを聴きながらの大慌ての閉会でした。   桑野友子                               

芦屋クラブ役員          

クラブ役職 2019 年７月－2020 年６月（敬称略） 

会長 島田 恒 

直前会長 桑野友子 

副会長 福原吉孝・大岩雅典 

書記 桑野友子 

会計 羽太英樹 

監事 五十嵐政二 

Ｙさ事業 濵瀬眞知子・中山豊美・大岩雅典・福原吉孝 

地域環境事業 上野恭男・堤清・羽太英樹 

ＥＭＣ事業 菅原進・大岩雅典・篠坂幸彦・中山豊美 

クラブファンド 福原吉孝・堤清・坂東幸子・菅原進・桑野友子 

交流事業 大岩雅典・菅原進・柏原佳子 

広報・ブリテン 桑野友子・羽太英樹・大岩雅典・柏原佳子 

メネット事業 五十嵐かほる 

連絡主事 三島浩司 

六甲部 
六甲部部長：柏原佳子  書記：上野恭男 

会計：羽太英樹  部連絡主事：三島浩司 

第１４回留学生交流会（Ⅰ） 

２月２７日に芦屋市民センターで行われました留学生交流

会について報告いたします 

当日は、留学生の参加９名・引率者１名ユースプラザの中高

生１１名、計２１名の参加でした。芦屋クラブからはメン/メネッ

ト１３名、西宮クラブメネット２名全部で３６名の盛会振りでし

た。頑張ってくださった三島連絡主事に感謝です。 

挨拶、自己紹介の

後、卓にはバラエテ

ィーに富んだ質量と

もに充分なお料理

が並べられ立食パ

ーティー、皆様お腹

一杯になったと思い

ます。 

会食ではユースプラザから参加の高校生たちが、話の輪の中

で積極的にコミュニケーションをとってくださり、留学生の方達と

も明るくお話しして食事をとりながら楽しい交流会になりました。 

後半のエンターテイメントでは芦屋ワイズのバンド演奏、菅原

ワイズのギター、中山ワイズのウクレレ、私（大岩）の電子ドラ

ム即席バン

ドでしたが、

即興なのに

も か か わ ら

ず良い演奏

が で き た と

思います。 

西 宮 ク ラブ

メネットのお二人の協力を得てカントリーダンス、留学生も中

高校生もほぼ全員参加してダンスに参加してくださり、会場は

盛り上がりました。 

その後も高校生達三人がテイラースイフトや、昭和歌謡、ロッ

クンロールなど良い選曲でギター弾き語りを披露してくれました。

彼らの積極的に盛り上げてくれようとする姿に感銘を受けると

ともに、日本の将来は明るいなと感じました。 

私は留学生のお話をもっと聞きたかったですが楽しい時間はあ

っという間に進み、終わりの時間、最後は、全員で手をつなぎ

輪になって「今日の日はさようなら」で合唱、全員で記念撮影

そして終回となりました。 

良い留学生交流会を開催することができ有意義な時間を過

ごせたこと、感謝したいと思います。 

また来年も楽しい留学生交流会開催に向けいろいろ企画し

たいと思います。                    大岩雅典 



       第１４回留学生交流会（Ⅱ） 

芦屋ワイズメンクラブが毎年行っている留学生交流会に初め

て参加させて頂きました。１３回も続いているという芦屋クラブ

の大切な行事だということがよく分かりました。皆さまのこれにか

ける力の入れようは、おそろいのピンク T シャツを着て、皆を喜

ばそうと考えられたおいしいお料理、フルーツにチョコがテーブル

狭しと豪華でした。 

留学生は、ミヤンマー 中国 マカオ ベトナム インド アメリ

カと国際色あり参加人数は少し少なかったけどその分ユース

の中高生がたく

さん参加してく

れてうれしい悲

鳴でした。若い

人 の 若 い 力 は

すばらしいという

ことがよくわかり

ました。あちこち

で交流の場があり、ギターに歌も積極的に出てくるし、頼もしく

感じてとても楽しかったです。少しうまくいかなかった分、周りの 

オトナ組やみんなが歌って踊って盛り上げて会場が温かかっ

た！私もウクレレで you are my sunshine も弾かせていた

だき参加出来てよかったです。みなの笑顔がこの会の大成功

を物語っていました！ 

ミヤンマーの方と話をし

ました。彼はベジタリア

ンで食べるものが無く

かわいそうでした。 

来年も来ると言うので

「なら野菜料理作って

くるから」と約束しまし

た。彼は、IT 関係の仕事を望んでいました。一緒にダンスもし

て楽しかった！はじめての交流会をありがとうございました。中

学生が「歌は日本語の方がいいですか？」と言ったので、「英

語で全然大丈夫よ」中学生が気を使ってくれていました！す

ばらしい子達クイーンの歌を完璧に歌ってくれると約束した男

子―また来年ね～                  中山豊美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４回留学生交流会（Ⅲ） 

留学生交流会、素敵な交流と交わりの機会をいただきありが

とうございました。 

参加された留学生や中高生から「楽しかった！」との声が多

数届いております。中高生に関しては、現在、短いものですが

感想が届きつつあります。まとまり次第、芦屋ワイズメンズクラ

ブの皆様にもお届けさせていただきます。 

留学生、中高生の集まりが悪く、ご心配をおかけして申し訳

ございませんでした。 

次回の交流会にはより多くの留学生や中高生が集ってくださ

ることを祈りつつ、添付のものをユースプラザ内に掲示させてい

ただきました。また、次回もよろしくお願いいたします。 

                   神戸 YMCA 三島浩司 

第２６回バレンタインコンサート 
◆さる２月 16 日（土曜）15 時より三田市総合文化センター・

郷の音ホールに於いて【さんだクラブ主催】による【第 26 回バ

レンタインコンサート】が開催された。90 名ほどの席が満席とな

り六甲部からも（さんだクラブを除いて）太田六甲部長以下

15 名あまりのワイズが参加。音響の行き届いたスタジオタイプ

の会場で安行会長が開会の挨拶。クラブ創設以来 26 年続

いている【バレンタィンコンサート】の生い立ちを熱く語られた。

◆早速ステージに本日のエンターティナー【MARI PLUS 4】

のメンバーを来場者全員がステージまでの入場を拍手で迎え

る。甲南中学から高校、大学まで同級生だった《格好良いシ

ルバーエイジ仲間》4 名の男性奏者と新進気鋭の女性ピアニ

ストで構成されたジャズバンドである。【ボーカル・クラリネット・

ベース・ドラムの 4 名とピアノ 】いづれの方々もスウィングし楽し

く演奏されている風景も又、ほほえましく…。◆当日の選曲も

懐かしい曲が多く【グッドマンのメモリーズオブユー】【エリントンの

キャラバン】素晴らしいピアノ演奏で思いっきりスイングした【ビュ

ーティフルラブ】そして【マイファニーバレンタイン】等スタンダード 

ジャズの数々とハスキーボイスのヴオーカルが見事に絡み合っ

て……。◆西宮・宝塚クラブの方々とも同席・交流させて頂

いた。又、センスの良い澄みきったコンサートの企画・構成はま

さに SINPLE  IS  BEST。心地良いひとときを有り難う！ 

                             篠坂幸彦        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 27 回キリスト教講座「オバデヤ書」と「ヨナ書」 

「オバデヤ書」は旧約聖書の中で最も短い書簡です。前回 26 回の講座にも出てきた「１２小預言者」と呼ばれているものは

「ホセア、ヨエル、アモス、オバデヤ、ヨナ、ミカ、ナホム、ハバクク、ゼファニヤ、ハガイ、ゼカリア、マラキ」の１２預言者を指します

が、「オバデヤ書」と「ヨナ書」もここに属します。それぞれがイザヤ書やエレミヤ書などと比べて短く、散逸するのを恐れてそれぞれ

の書簡を記し残したものです。オバテヤと言う名前の意味は“主に仕える者”で、その他にこの預言者の著書について知られて

いることはありません。前 587 年当時のユダ王国が新バビロニア帝国によって滅ぼされた時、ユダ王国の南で国境を接するエド

ム国は、先祖同士が兄弟であるにもかかわれず、その混乱に乗じてユダ王国に対して様々な不法を働いたとし、オバデヤはユ

ダヤ人の忘れえない記憶としてエドムの罪を指摘しています。それは神様の将来の裁きからエドムが救われることなく、ついには

イスラエルがその土地を占領すると告げています。 

「ヨナ書」は他の預言書とは少し異なる書簡と言えます。他の預言書が預言者の預言の言葉が記されているのに比べて、「ヨ

ナ書」は初めから終わりまでに完結した短い物語の体裁を取り、文学的にも大変ユニークであると言えます。「ヨナ」の意味は

“鳩”と言う意味で、そこには自国民族の愚かさを自嘲する風刺的な意味が込められているようです。本来、神様がイスラエル

の民族を選んだのは、他のすべての民族の光となり人間の祝福の為であるのに、ユダヤの人たちはそれを忘れ、神を自分たち

だけのものと考え行動したことを改めるためでありました。その意味において「ヨナ書」は極めて印象深く、他の預言書とは異な

り、深い意味に富む物語であると言えます。因みに新約聖書では、大魚の腹の中にいたヨナは、イエス様の復活の印として比

ゆ的に使われています。                                                権 甲植 （続く） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月第２例会議事録（抄） 

日時： ２月２７日（水）２０：３０～２１：３０（ブリテン編集会議）    

場所： 芦屋市民センター１１６号室 

出席者： 五十嵐・上野・大岩・柏原・桑野・島田・管原・堤・

中山・羽太・濵瀬・福原（各ワイズ）、五十嵐メネット 

    三島連絡主事                （１４名）

（留学生交流会の後片付け後、ブリテン編集会議か

らはじまる） 

議事・報告 

◇第１例会のプログラム （ホテル竹園芦屋） 

・３月第１例会 ３月２０日（水）  

  長谷川隆史氏（税理士） 「税のよもやま話」 

・４月第１例会 ４月１７日（水）  

 石戸信也氏 「SP レコードでよみがえる戦前の音楽」  

・４月２４日（水） 第２例会  

 余島リーダー（２名）を招待 余島 ONE CAMP の理解 

・５月・６月 未定 各自次回に案を持ち寄る  

◇１月度収支報告が羽太英樹会計よりなされ、承認 

◇その他 

・今年のクリスマス例会は１２月２３日(月)に決定 

 ・例会出欠の徹底： 第１例会の出席に関し、メンは連絡

なければ出席とみなし、連絡なく欠席の場合、例会費を

支払う事に決定 

  （例会日の１週間前に最終確認のメールを出します） 

 
 
 
 
 
 
 
 

YMCA ニュース 
 
・講演会「酒井哲雄とキャンプを語る」 

日時：３月１０日１５時３０分～１７時１５分 

場所：YMCA チャペル 

入場料：無料 

感謝会；１８時～２０時 グリーンヒルホテル神戸にて 

定員：先着６０名 ＠6,000 円 

酒井氏は日本キャンプ協会名誉会長です。 

 

今後の予定 
・神戸学園都市２５周年記念例会 

日時： ３月１６日（土）１３：００～ 

会場： 西神戸オリエンタルホテル、 会費： ８，０００円 

・六甲部第２回評議会 

場所： ３月２３日（土）１３：００～２８：００ 

場所： 神戸ＹＭＣＡチャペル＆研修室（３０８・３０９号室） 

会費： ３，０００円（メネット・コメットは２，５００円） 

・次期会長主査研修会 

日時： ３月９日（土）～１０日（日） 

場所： 大阪コロナホテル 

 

◇柏原佳子六甲部次期部長の計画と方針 

 ・準備役員会 ５月１８日（土） 神戸 YMCA 

 ・六甲部第１回評議会 ７月６日（土） 阪急岡本ドンク 

 ・六甲部部会 ９月２８日（土） 神戸ベイシェラトンホテル  

 ☆芦屋クラブはホストクラブとして部長を全面的にサポートする  

 ☆特に、評議会・部会には全員参加の方向で行きたい 

芦屋川さくら祭り参加見送り！ 

４月６日（土）・７日（日）の芦屋川さくら祭り、 

今年は残念ながら、参加を見送ることになりました。 

上野恭男ワイズが「さくら祭りストーリー」として、思い出を記さ

れています。また、来年参加できるといいですね。 

毎年、来てくださっているご友人にお知らせください。 

 

 

 

 

編集後記： 3 月は公私ともに多忙な季節です。その中

で、留学生交流会が開かれ心から嬉しく思います。 一

方、2 回の会議を重ねた上で「さくら祭りは」一時お休み

となったのは、残念ではあります。西日本区大会での部

活動報告では必ず「さくら祭り」の屋台の写真が紹介さ

れていました。20 周年も成功裏に終え、ここでちょっと一

休みさせていただきましょう。体調管理の為に入院された

り予定されたりと、心配なこともありますが、ともかくも皆元

気です！歳を重ねてもまだまだ体力・気力は負けてはい

ません。各クラブの活躍が部を活生へと導きます。 

少し無理して、頑張って前へと進みたいです。柏原佳子 

想い出のさくら祭り出店 

さくら祭りへの出店は、神戸ポートクラブの鈴木誠也ワイズ

が参加を勧めてくれたのがキッカケでした。 

2006 年から始まった出店は 36 番と大正橋に近いブース

で、みどり作業所の隣でした。みどり作業所は出店の先

輩でもあり、様々なことを教えてもらいながら隣同士の店

をと主催者にお願いをしてのスタートでした。 

家庭用のコンロを持ち寄って焼いたチヂミと、みどり作業所

から借りた綿菓子機を使い綿菓子を 200 円で販売しまし

たが、行列が出来るほどの人気が嬉しかったものです。に 

翌年の 200７年には、鈴木さんのお世話で神戸教会から

業務用鉄板焼き器をお借りして、さくら祭り参加が恒例

行事になりました。それから３年ほどでみどり作業所は出

店をやめてしまいました。 

2008 年の収益は 20 万円を超え、それからはクラブの財布

を支えてくれたのです。西宮クラブを始めとし、ワイズの仲

間が応援してくれました。 

しかし、良いことばかりではありませんでした。２日間とも雨

に降られ大赤字となったこともありました。さくらが固いつぼ

みで花のないさくら祭りもありました。 

そうこうしているうちに、2015 年には思い切ってクラブで鉄

板焼器を買いました。 

また、ワインを販売するようになり 3 年が経ちます。 

今年はどうしようかと考えることがありました。クラブ員が高

齢化し、特定のメンバーの活躍なくしては出店できない現

状であります。 

今年は参加を見送ることになりました。来年はまたさくら祭

りへの復帰があるかもしれませんが、想い出に残るさくら祭

りストーリーを書き記しました。       上野恭男 

３月のスピーカー 長谷川隆史税理士略歴 

京都生まれ、京都育ち、同志社大学卒業後、大手繊

維企業の勤めを経て六甲道で税理士開業。 

現在、近畿税理士会役員、政治資金監査人も務める

頼りになる存在。 青谷福音ルーテル教会の熱心な会

員でもあります 


