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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  坂本孝司 
六甲部ＥＭＣ主査 柏原佳子 
                                       

YMCA を覚えて                

                 島田 恒     

ワイズメンズクラブ創設の趣旨は、世界中

で YMCA の応援団になることです。YMCA

は Young Men’s Christian Association

の略称、Association は目的を掲げてそ

れを実践する組織のことです。その YMCA

は新しいブランディングとして「みつかる。 

つながる。 よくなっていく。」というメッセージを発信しています。

「何をみつけるのか」「誰とつながるのか」「どうよくなっていくのか」

を深めていく必要があると思います。 

YMCA は産業革命の中、弱い立場の青少年の健全な歩み

を求めてロンドンで立ち上がりました。格差の厳しい社会のな

かで、さまざまな問題に立ち向かい祈りをもって始められたので

した。その時から今でも、YMCA は変わらざる（体と心と魂にわ

たる）課題に対して挑戦していると思います。真に大切なもの

をみつけ、人間と社会と神様とつながっていくことによって、社

会を変革し人間を変革し、みんながよくなっていくようブランディ

ングは問いかけていると思います。YMCA の強力な応援団とし

て、そんな目的を共有しつつ、仲間の絆がしっかりと根づくワイ

ズでありたいと願うところです。苦労することがあっても自主的

に取り組むことによって、やりがいがあり自分の居場所が発見

できる、それがワイズのいう「真の楽しさ」になるのではないでし

ょうか。 

３月第１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     １名 
メネット     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 

３月  9,310 円 

累計 117,727 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 
「わたしがあなたがたを愛したように、互いに愛し合いなさい。

これがわたしの掟である。友のために自分の命を捨てること、

これ以上に大きな愛はない。」  

＜ヨハネ福音書 １５：１２～１３＞  

“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  

4 月第１例会 
とき： ２０１９年４月 17 日（水) １９：００～２１：００ 

ところ： ホテル竹園芦屋               

司会： 柏原佳子ワイズ 
 
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         島田 恒ワイズ 

６．会食・歓談 

７．ゲストスピーチ    石戸信也氏 

    「ＳＰレコードにみる戦前の神戸の流行歌」 

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    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 

      大岩雅典・島田 恒・福原吉孝（各ワイズ） 

大岩恵美・崔 和子（各メネット） 

1２．閉会点鐘    桑野友子会長 



２０１９年３月第１例会 

日時： ２０１９年３月２０日（水）      

場所： ホテル竹園芦屋 ３Ｆ．           （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、篠坂幸彦、島田 恒、菅原 進、羽太英樹、

浜瀬真知子、福原吉孝（各ワイズ）、三島連絡主事＆ 

ゲスト： 長谷川隆史氏（ゲストスピーカー） 

 

ゲストスピーカーに長谷川隆史税理士をお迎えし、税のお話

を聞きました。 

六甲道で税理

士事務所を経

営 さ れ て い る

先生は菅原ワ

イ ズ の ご 紹 介

で来ていただき

ました。 

相続と税のお

話、相続遺産運用に関するトラブルなどを、実例を交えて面

白おかしく話していただきました。 

参加者の興味を引く内容選びは絶妙で、全員の心をひきつ

け盛り上がり、制限時間ぎりぎりまで熱演していただき、大変

有意義な時間を過ごすことができました。 

三島連絡主事からのＹＭＣＡ報

告、今回が転勤のため最後とな

る三島連絡主事からの転勤、お

別れのご挨拶そして、閉会点鐘

となりました。 

桑野会長から、場所を変え、竹

園ホテル９階に三島連絡主事の

送別会となりました。 

一人ひとりゆっくりと贈る言葉を述

べお別れと再会のお約束をして、

散会となりました。 

沢山の交流をすることができたこと感謝いたします。 

大岩雅典 

 

３月９-１０日開催の会長・主査研修会の懇親会にて 

柏原次期六甲部部長・坂口次期瀬戸山陰部部長を始め 

両部の参加メンバーが壇上に上がり、チラシを掲げて部会の

アピールをしました。 

神戸学園都市クラブ２５周年記念例会 

平成３１年３月１６日、神戸学園都市ワイズメンズクラブ２５

周年記念祝賀会に芦屋ワイズより桑野友子会長・柏原佳

子次期六甲部部長・菅原進ワイズと中山豊美の４名がお祝

いの席に出席させていただきました。 

出席者は台湾から６名、北は北海道から岡山までワイズ・メ

ネット総勢８１名

が揃い、暖かいム

ードで大盛況で

した。田辺征一

会長のご挨拶に

始 ま り 、 祝 辞 の

後２名の方の入

会認定式が行な

われ柏原ＥＭＣ主査が壇上でバッジの装着をされ、会は進み

ました。 

お２人のワイズによるフルート演奏、もう終わりかな．．．と思っ

たら６曲くらい？皆さんで東北を思う気持ちで歌も・・・「見上

げてごらん夜の星を」「花は咲く」を合唱しました。フラの先生と

共に気持ちを一つに出来ました。花は はーなは 花は咲く 

わたしは 何を残しただろう．．． 

第２部はわれらが次期六甲部長の柏原佳子ワイズのひとき

わ心に沁みる食前感謝の祈りは素晴らしかったです。さあ、お

待ちかねのお食事は１４時半過ぎから、お腹が空いて皆さん

楽 し く い た だ い

て、彼方此方の

テーブル移動で

交流を高められ

ていました。アカ

ペ ラ グ ル ー プ 

ザ・サビエルス５

人グループの元

気な歌声ラ・バ

ンバから始まり、皆さんのお酒も入り乗りのよい曲で踊る人も

いましたよ。ここで私は一足先に失礼しました。 

                            中山豊美 

                      

六甲部・瀬戸山陰部合同部会 

日時： ９月２８日（土）１３：００～１６：３０ 

場所： 神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ 

会費： １０，０００円 

メネットアワー： １１：３０～１２：４５ 
 
お洒落な神戸のホテル「ベイシェラトン＆タワーズ」での部会！ 

六甲部と瀬戸山陰部がしっかりと手を組んでお届けする、 

美味しい中華料理

と華やかなイベント

をお楽しみください。 

 

六甲部・瀬戸山陰部合同部会をアピール 



六甲部第２回評議会 

３月２３日（土）第２回評議会が神戸ＹＭＣＡチャペルにて開

催されました。３月現在、六甲部会員は１３９名、当日は４６

名の出席で、ぎりぎり定数確認が出来、開会宣言となりました。 

最初に大田部長から「今年度は、瀬戸山陰部からの申し出

による合同の取り組みに関して、大きなエネルギーが費やされ、

翻弄された１年であった。結果として取り組みは解消となり、

皆様に多大のご迷惑をお掛けしたことを心よりお詫びします。

その他の事業は例年通り充実した内容であったことを感謝し

ます。」と部長所感を述べられました。 

各事業主査の報告では柏原ＥＭＣ

主査が「５クラブ・１１名の新入会員

入会式に立ち会い、残念ながら２

名の退会がありましたが、９名の純

増、六甲部は今とても勢いがありま

す」と報告されました。 

会長報告では８月の西宮クラブ合

同納涼例会・９月のメネット例会・

１２月のクリスマス祝会・２月の留学

生交流会等、芦屋クラブならではの

例会を報告、特にオークション売上

げのＹＭＣＡへの献金、ピンクシャツ

への協賛をアピールしました。 

続いて、柏原次期六甲部部長の

方針・活動方針では、せっかく道を

つけて頂いた機会を大切に、六甲

部と瀬戸山陰部との合同部会を開

催し、より友好を深める決意を示め

されました。芦屋クラブからは上野・大岩・柏原・島田・羽太・

桑野（各ワイズ）の６名が出席しました。      桑野友子 

                   

続けてＹＭＣＡ会館３Ｆで懇親会が開かれました。評議会は

時間に追われ緊張いたしますが、机上にはお弁当と飲み物が                                           

並べられ、春を告げる温かな雰囲気が漂よっていました。 

進藤啓介ワイズの豊かなお祈りにつづき、柏原佳子が乾杯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

のご唱和をさせていただきました。女性が乾杯！は、少し

違和感がありましたが・・・？次期部長ということで大きな声を

出したつもりですが？これからの課題です♪それぞれの輪のグ

ループはそれぞれに盛り上がっていましたが、さて、後１時間は

何も用意が無いとのことで心配していましたが、さすがです。 

神戸西クラブ会長岡山泰典ワイズと次期交流主査上杉 

徹ワイズによるゲームが始まったのです。新聞から小さな文字

を見つけ出す、そして□に２文字を入れた漢字を書き出す、

なんと２６文字もあるそうです。各グループは真剣に取り組み

和やかに楽しみました。元ＹＭＣＡリーダーの方々は、この咄嗟

のアイディアが生まれるのだと関心もいたしました。 

六甲部書記加茂周治ワイズの穏やかで明るい閉会のご挨

拶をいただきました。キャビネットの皆様お疲れ様でした。        

そして、あと２ヶ月のみならず、これからの六甲部のためにもお

力添え、ご尽力を賜りたいと思います。       柏原佳子  

宝塚クラブ３月例会に参加 

3 月 13 日（水）6：30～8：30 宝塚ホテルにて約 30 名出席の

第１例会が開催され参加する。過日行われた｢さんだクラブの

バレンタインコンサート｣でご一緒した際に宝塚クラブの方々か

らのお誘いをお受けしたものである。◆【南アジアの感染症と

向き合って】と言う演題でゲスト スピーカー【篠田  純男 氏

（大阪大学卒・薬学博士、岡山大名誉教授、前･岡山大

学インド感染症共同研究センター長）】により身近で多くの

《感染症･特に腸管感染症･コレラ等の制圧事業をインド各

地で共同研究された時のお話》と《インドの歴史的背景(英

国領時代)を中心に南アジア地方のあれこれ》を実に解り易く

語られ、私は勿論のこと参加者全員が興味津々で耳を傾け

ておられた。何れの例会でもよくある事だがもう少し聴きたい

時に限って悲しいかな時間切れに……。◆又、宝塚クラブで

は相変わらずビジターの方々がお気軽にリラックスされて楽しん

で居られる様子を目の当たりにし、クラブの特性･[宝塚カラー･

宝塚の薫り]を垣間見る一幕だった。◆尚、大阪センテニアル

会長外一名の方々と同席させて頂き、来る５月 11 日（土）

の同クラブ及び大阪なかのしまクラブ主催【ファミリーコンサート

2019】のお誘いを受けた。              篠坂幸彦    

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 28 回キリスト教講座「ミカ書」と「ナホム書」 

「ミカ書」も１２書預言書の中の一つです。地方の小さない田舎町出身の預言者ミカが活躍したのは前８世紀、アッシリヤが

既に南下を始め、北イスラエルは滅亡の一歩手前の時、特にその世紀の終盤、ユダ王国でした。その預言は先に活躍した

預言者アモスやホセアの警告を繰り返し語りました。すなわち他の神々を拝み不正義や搾取を行う指導者や住民は神様の

裁きを受けることになると語ります。ミカはやがてユダ王国も終わりを迎えることを肌で感じていた人物であったと言えます。ミカ

の活動時期は預言者イザヤと同じ時代である為、ミカ書とイザヤ書には共通している預言があります。しかしエルサレムの罪

の告発に関しては両社とも容赦ないけれども、ミカ書の預言の多くが当時の為政者たちが正義を曲げ弱者を虐待している

事への批判であり、イザヤのような隣国との外交政策についての批判はその中に見当たらないことに於いて大きな違いがある

と言えます。 

「ナホム書」も１２書預言者の中の一つです。前７世紀後半に活躍した預言者ですが、その人物についてあまり知りうることは

有りません。北イスラエル王国も、ついには前７０１年にユダ王国もアッシリヤの従属国となっていました。多くの人達が捕囚と

して連れ去られてから約１００年、ナホムは神様が間もなくアッシリヤの鎖からユダヤの人たちを解放し、ユダ王国は再び平和

を味わい、祭りを祝うことができると告げます。やがてアッシリヤの首都であるニネベの都は、神バビロニア帝国らのよって占領さ

れます。ナホムによるアッシリヤの滅びの言葉は人々にとっては、神様による復習として捉えられて歌った「嘲笑歌」でありまし

た。故にイザヤ書に比べて、イスラエル自身の罪への反省は全くありません。これらの事によってナホムは愛国的、民族主義

的な預言者であったと考えられます。                                           権 甲植 



３月第２例会議事録（抄） 

日 時： ３月２７日（水） １８：００～ （ブリテン編集会議） 

場 所： 芦屋市民センター 

出席者： 上野・大岩・柏原・桑野・島田・羽太・五十嵐・

福原・篠坂・菅原（各ワイズ）＆五十嵐メネット 

議事・報告 

◇第１例会 

・４月第２例会 ４月２４日（水） 

 芦屋市民センター ４０３号室 

 余島リーダー（２名河崎リーダー・竹内リーダー）を招待し

て、ワンキャンプﾟなどについて理解を深めます。  

※ お弁当を用意、アルコールも従来通り 

・５月第１例会 ５月１５日（水） ホテル竹園芦屋 

スピーカー： 藤川氏（元メンバー）ｏｒ神戸ポートクラブ 

細見ワイズに当たる 

・６月第１例会 ６月１９日（水）  

芦屋市民センター ２０３号室 

１年の振り返りと来期の予定 

特に次期六甲部部長の方針・計画 

※ 食事： うな重 アルコールも従来通り 

◇２月度収支報告が羽太英樹会計よりなされ、承認 

◇今後の予定（１） 

・六甲部準備役員会 ５月１８日（土）15：00～17：00 

場 所： 神戸ＹＭＣＡ終了後、中華料理店にて懇親会 

出席者： 各クラブ新旧会長・六甲部新旧主査   

六甲部三役（部長・書記・会計） 

部長は直前・現・次期・次々期 

・六甲部第１回評議会 ７月６日（土） 

場 所： 阪急岡本 ドンク３Ｆ  

芦屋クラブは全員出席予定 

 ・六甲部第２回評議会 ２０２０年３月２０日（金・祝）予定 

◇今後の予定（２） 早期割引締め切り３月３１日 

・西日本区大会 ６月２２日（土）～２３日（日）京都 

 参加者： 桑野・柏原・上野・羽太各ワイズ 

 （参加補助金：６千円決定） 

・アジア・オセアニア地域大会  

７月１９日（金）～７月２１日（日） 

参加者： 桑野会長・柏原次期部長  

 （参加補助金：２万円決定） 

◇その他 

 ・次年度は８月に８クラブ納涼例会を開催予定  

次期交流主査上杉 徹（神戸西クラブ） 

 ・六甲部ワイズ超し実働委員会（ＥＭＣ）決定委員以外

に各クラブから１名 

 ・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） 

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。 

毎年、来てくださっているご友人にお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YMCA ニュース 
 
◇神戸 YWCA 神戸 YMCA 2019 イースター早天礼拝 

イースター早天礼拝は、1922(大正 11)年 4 月に諏訪山

金星台でもたれた復活節早朝賛美礼拝にはじまり、今日

まで守られてきたもので、今回で 97 回目を迎えます。 

礼拝後に、暖かい飲み物を飲みながら、歓談のひと時がご

ざいます。是非ご参加ください。 

日 時： 2019 年４月２１日（日）7:00～8:00 

場 所： 神戸東遊園地（神戸市役所南側） 

※雨天時は神戸 YMCA 三宮会館チャペル 

メッセージ： 「見ないで信じる者は幸いである」 

      山田雅人牧師（日本基督教団甲南教会） 

◇神戸ＹＭＣＡ創立１３３周年記念日例会 

 日 時： ５月８日（水） 

 場 所： 神戸ＹＭＣＡチャペル 

1886 年の発会から 133 年が経ちました。神戸ＹＭＣＡが

何に拠って歩んできたかということを再確認し、次の一歩を

踏み出す場となることを願っています。 

◇神戸ＹＭＣＡチャリティーゴルフ 

 日 時： ５月２２日（水） 第１組８時２分スタート予定 

 場 所： 千刈カンツリー倶楽部 

参加費： 20,000 円（税込み）うち 5,000 円はチャリティー 

今回は第 40 回の記念大会です。明日の指導者となる青 

少年育成のためのテャリティープログラムです。皆様お誘い

合わせの上、是非ご参加下さる様、お待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記：  わたくしたちは、平成から令和へ次代の

変わり目に立ち会うことができました。ＴＶや新聞で万葉

の和歌から選ばれたその意味を知ることで、想いは仮名

の生まれた１０世紀頃まで､更にその２００年程前の漢字

ばかりで書かれた日本最古の「万葉集」まで遡ります。

折しも、アメリカ在住の姉からｂｉｒｔｈｄａｙ ｃａｒｄメールが

入り、このニュースを伝えました。「梅の花が、鏡にむかう

美しい女性の化粧の粉が風に舞い匂い袋の香りは、白

い梅のよう」を添えて。姉は、日本が平成から令和へと変

わることへの実感とともに、日本語の持つ流麗な言葉に､

あらためて日本人の誇りを感じつつ、昔のアルバムを開い

たとの返信が届きました。後１ヶ月は万全の体制で迎え

るための今は、助走の時です。優しい風と香りを集めて

和の世界へと・・・・。              柏原佳子 

    ４月のスピーカープロフィール 

博物館学芸員・県立西宮高等学校 

教諭、専門は日欧文化交流史。 

神戸の建築・景観 5,000 枚の絵葉書

は「石戸コレクション」として、ミュージア

ム・雑誌・新聞・ＴＶでも紹介された。 

主な著書：「神戸のハイカラ建築-昔の絵葉書から」 

「神戸レトロコレクションの旅 デザインに見るモダン神戸」 

「昔の六甲・有馬絵葉書で巡る天上のリゾート」他多数。 

同時にＳ/Ｐレコードのコレクターとしても知られている。 

昨年１０月にもスピーチをして頂きました。 


