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会   長  桑野友子 

直前会長  柏原佳子 
副 会 長 島田 恒 
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 
                                       

期の終わりに 
会長 桑野友子 

会長主題を「メンバー１人１人の満足度を上げよう！」として 

昨年７月に会長に就任、ワイズの理念を大切にしながらも、

毎月の例会を「楽しく充実したものに」と考えてのスタートでした。 

７月－キックオフ会長交代式、「うな重」が美味しかったですね。

８月－西宮クラブとの合同納涼例会－「バナナボート」は芦屋 

クラブのかくし芸になりました。 

９月－メネット例会、大岩ファミリーのパフォーマンスで盛上り、 

芦屋や神戸クラブのメネットさんも参加して華やかに。 

10 月－絵葉書で見る神戸の歴史－凄いコレクションです。 

11 月－大田六甲部部長の「更生保護―保護司の役割」 

12 月－クリスマス祝会、「ウクレレスイングトリオ」のパフォーマンス 

     ウクレレやタンバリンでこんなに盛り上がるとは！ 

１月－浜瀬眞知子氏の入会式、17 名になりました。 

２月－次年度クラブ役員決定の事務例会、 

留学生交流会は 14 回目でますます充実してきました。 

３月－「税のよもやま話」相続税は避けて通れませんよね？ 

４月－「ＳＰレコードでみる神戸」ラッパの蓄音機が懐かしい。 

５月－「日本昔ばなし」で子どもの昔にもどりました。 

6 月－来季に向けての準備です。島田会長宜しく！ 

    柏原六甲部部長をクラブで盛り上げましょう。 

「この１年如何でしたか？」「ワイズライフの満足度は上がりまし

たか？」「友人を誘いたいと思われますか？」反省は一杯です。  

５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    ３名 
ゲスト     １名 
メネット     名 
コメット      名 
合 計   １６名 

例会出席率 
出席者    １２名 
メイクアップ    名 
合 計    １２名 
在籍者    １７名 
（内広義会員２名） 
出席率 ８０．０％ 

ＢＦ切手    

累計    ｇｍ 

 

ニコニコ 

5 月  17,300 円 

累計 147,237 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 
わたしの愛する兄弟たち、よくわきまえていなさい。だれでも、 

聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさ

い。                ＜ヤコブの手紙 １：１９＞ 

“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  

６月第１例会 
とき： ２０１９年６月 1９日（水) １９：００～２１：００ 

ところ： 芦屋市民センター ２０３号室            

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．食前感謝          菅原 進ワイズ 

５．会食・歓談 

６．皆で話し合いましょう 

「次年度の芦屋クラブ」   島田 恒次期会長 

「次年度の六甲部」     柏原佳子次期部長 

７．事務報告           桑野友子会長 

各事業委員報告    クラブ事業委員 

８．ＹＭＣＡ報告     坂本連絡主事 

９．ニコニコ献金報告    坂東幸子ワイズ 

10．誕生日祝い     大岩雅典ワイズ 

         上野恭男・桑野友子 

1１．閉会点鐘     桑野友子会長 



２０１９年５月第 1 例会 

日 時：  ２０１９年５月１５日（水） １９：００～２１：００ 

場 所：  ホテル竹園芦屋 ３Ｆ 

参加者：  上野恭男、大岩雅典、柏原佳子、桑野友子、 

篠坂幸彦、島田 恒、菅原 進、中山豊美、

羽太英樹、濱瀬眞知子各ワイズ、坂本孝司連

絡主事 

ゲスト：   武貞桂子（桑野ワイズ友人）、 

ビジター：  橋本和子、京極美栄子（神戸クラブ） 

ゲストスピーカー：  保田圭子氏  

大阪なかのしまクラブのチャーターメンバーの一人  

で、幼稚園教諭、保育園保育士など長らく幼

児教育方面で活躍され、子どもたちに昔話や伝

説を語る「民話を語る会」に参画されている。 
 
元号が「令和」に改まって最初の例会は島田 恒ワイズの司

会で開会点鐘、クラブソング斉唱、聖書朗読、会食・歓談と

定例のプログラムで会は進行した。参加者が全部で１５名と

少 な目 でや

や寂しくはあ

ったが、ゲス

ト・ビジターも

参 加 して下

さり、卓話の

ゲストスピー

カーの「おば

あさんの民話をききませんか」の保田圭子さんが紹介くださった

日本のむかしばなし二題にはみんな童心に帰り時間の経つの

も忘れて聴き入った。さすが幼児教育に携わってこられた方だ

けに聞く者の心をつかむ語り口に敬服。      羽太英樹 
                                         
保 田 圭 子 さ ん は

大阪なかのしまク

ラブのチャーター時

からの友人です。 

穏やかなお人柄で

ご自分でも「何事

にも自分を主張し

ない。殆ど他人に

合わせる」とよく仰っていました。歌声が素晴らしく、一緒にワイ

ズソングを歌うと自分の歌声まで澄んだ高音に聞こえたもので

す。なかのしまクラブの別の友人からの推薦で保田さんにお願

いした時「私なんかでいいの？子供向けのお話ですよ」と謙遜

なさっていましたが、ひとたび引き受けられると時間など計りな

がら十分に準備されたとか。見習いたいと思いました。 

また今回のゲストは

柏原ワイズと親しい

神戸クラブのメネット

さんと私の友人です。 

このお３方は例会の

参加人数が少ない

時にＳＯＳを出すと事情が許す限り必ず参加して下さいます。

本当に有難いと感謝しています。これからもよろしくお願いしま

す。                           桑野友子 

ＥＭＣ主査としてクラブ訪問 

5 月 9 日（木）神戸ポートクラブ第 1 例会にＥＭＣ主査として

出席をしました。 

新しく入会された

方は、中山迅一ワ

イズ、若い男性で、

昨年のメネットト事

業で六 甲部 が支

援したＮＰＯまなび

との代表をされてお

られます。「自団体

での活動とは又違

った形で社会との関わりを持てればと思っております」と抱負を

述べられました。卓話は、「知的障害者と共に～音楽療法の

試み」で、水野会長が理事長をされている「神戸光生園」の

福祉事業団体の方です。 

心を開かない少女が音楽を共に聴くことで表情が変わっていく

映像など感銘を受けました。 

今年度には、ＥＭＣ主査として六甲部各クラブに 7 回訪問い

た し ま し た 。

入会されたメ

ン バ ー に バ ッ

ジ装着という

お役ですが、

クラブ活動支

援 の 一 端 を

知 り 雰 囲 気

に交われた経

験は、次期に繋ぐ大切な経験をさせていただいたと思います。

会長がお菓子を配られたり、ビジターゲストへの気遣い、後片

付けまでテキパキと立ち働いておられたのが印象に残りました。 

                      ＥＭＣ主査 柏原佳子 

大阪センテニアル／大阪なかのしま 

     両クラブ共催によるファミリーコンサートに参加 

◆5 月 11 日（土）11 時～13 時 大阪 YMCA 会館に於いて

表記【ファミリーコンサート】が開催され、地域の子供達と父兄、

YMCA・ワイズメンズクラブ関係者そして支援先である【NPO

法人西淀川こどもセンター】（地域の子供達が安心できる居

場所づくりをめざし、さまざまな事業を行っており、両ワイズメン

ズクラブはその趣旨に賛同し昨年からこのコンサート収益金の

一部を寄付している。）などの方々多数の参加により盛大に

開催され参加した。◆出演は各々が現役で活動されている

【テノール／ソプラノ（ご夫妻）ピアノ／ヴアイオリン／パーカッシ

ョン（各女性）】で構成された素晴らしい方々のユニット・バンド

である。◆プログラム前半は子供達と一緒に【リズム遊び／手

遊び】【童謡メドレー合唱】等を《大阪 YMCA 英語幼児園》

の子供達を交えて…。後半は迫力あるミュージカル・オペラナ

ンバーで【皆で歌おうエーデルワイス】【ウエスト・サイド・ストーリ

ー】メドレー／【オペラ座の怪人】メドレー【蝶々夫人より～さら

ば愛の家・ある晴れた日に】等がホール一杯にその響きが溢

れていた。特にミュージカルとオペラに関しては絶唱の連続で

多くの人が堪能されたのではなかろうか。      篠坂幸彦 



西宮クラブ例会参加 

5 月 10 日西宮クラブ例会に芦屋から 7 名（桑野会長、上

野、柏原、篠坂、羽太夫妻、島田）が参加した。例会のパフ

ォーマンスに羽太メネット（芸名 春風みつこ）が招かれていた

応援団でもあった。西宮クラブとは普段から交流も多いので、

19 名のメンバーともお互い知り合っている、いわば「第三例会」

のような打ち解けた気分であった。 

例会は重村・小野ドライバーによって進められ、山口会長点

鐘から始まり、ワイズソング斉唱、紹介、聖句朗読、そして食

前感謝の後、備えられた弁当をいただき歓談した。弁当は寿

司のギッシリ詰まったボリュームたっぷりのもの、幼稚園もある場

所なのでアルコールは出ない（チョット残念）会食、歩き回りな

がら歓談を楽しんだ。 

みつこさんの腹話術

は「大きな木」と題し、

人形のエコちゃんと対

話しながら、大きな木

が自らを犠牲にしなが

ら優しさと愛を実践す

るテーマがユーモアを

交えて演じられた。後

半は衣装を一変して

マジックショー。飛べな

い蝶が聖書に挟まれると、いのちを受けて蝶が飛べるようにな

るマジック、そして何回も確認した空っぽの筒から、きらびやか

な飾りが一杯取り出される不思議。みんな大喜びで楽しんだ。 

しばらく、みつこさんと西宮クラブメンバーが会話を楽しんだ後、

会長からのニュース、藤田連絡主事からの YMCA ニュースと

続き、閉会点鐘となった。羽太メネットのおかげで西宮クラブと

の交流を深め楽しんだ例会であった。        島田 恒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＹＭＣＡチャリティゴルフ 

5 月 15 日（水）は快晴でゴルフ日和。

朝２番目8時10分のスタートなので、

早朝 6 時 30 分に柏原ワイズの車で

千刈ＣＣへ向かいました。 

予定通り 7 時 30 分に到着、練習の

間もなくカートに乗り込みました。 

ペアリングは西宮クラブの元芦屋の

連絡主事藤田良祐ワイズ、柏原、

上野に西宮クラブ山本ワイズの知人の森本さんの 4 人でした。 

千刈はだいぶコースもわかってきましたので、楽しくプレーできま

した。藤田ワイズは若さあふれるスイングでＯＢを連発、柏原

ワイズはキャディさんからドライバーの飛距離を褒められ気分よ

く 109 をマークし、110 の壁をクリアーしました。上野はいつもな

がら 100 そこそこでした。森本さんは 80 才とのことでしたが、お

上手で 85 をマークされました。 

いよいよ表彰式です。ダブルペリアの成績の結果は 37 名の参

加 者 中 、 上 野 が

10 位、柏原ワイズ

は 26 位でした。上

野は 10 位賞とニア

ピン賞 を頂 きまし

た。 

恵まれない子供達

への支援のチャリテ

ィゴルフでしたが 40

回を数え、次回は

10 月 23 日（水）に兵庫ＣＣでのプレーとなります。この日は５

月の第２例会でしたので、一路帰宅して例会に備えました。 

                             上野恭男 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３０回キリスト教講座「ハガイ書とゼカリヤ書」 

ハガイ書 バビロニア捕囚、すなわちエルサレムが陥落してから約５０年、やがて新バビロニアにとって代わったペルシャの王キュ

ロス大王の時代になって、キュロス王の勅命のより捕囚は終わり、エルサレムの人々はかっての自分たちの故郷に帰還すること

を許されます。しかし、帰還して来たイスラエルの民を待っていたのは決して安楽なものではなかったのでした。自分たちの周りに

ある諸民族との争い、また自民族の中にある対立感情などでした。そのような時代に預言者として活躍したのがハガイです。

（ハガイと言う言葉の意味は「祝祭」ですが、その人物については余り分かってはいません）。そのような中でハガイは帰還後のエ

ルサレム神殿の再建に奔走しますが、その預言は深刻で様々な困難と試練に出会うのでした。この書簡は他の預言書の詩

的な文体と違って優しく明快な言葉遣いでハガイの活動を記しています。 

ゼガリア書 預言者ゼガリアも前のハガイと共にバビロニア捕囚からの帰還後のユダヤで活躍した預言者です。その時期はお

そらく前５２０から前５１０年頃と推測されます。ゼガロアは解放されて帰還してきた人々をハガイと共に励まし鼓舞し、時には

叱咤しエルサレム神殿再建立への民衆の士気を高めようと奔走します。特にこの書簡は神の託宣、幻や黙示文学などの傾

向がみられ、それらはやがてこの世の終わりが訪れ、悪は滅ぼされ新しい世界が実現することを暗示させます。そこには単なる

エルサレム神殿の再建立を超えた政治的な思惑を思わせ、ペルシャ帝国に支配されている自国民族の復興運動の複雑な

政治的事情が推測されています。新しいエルサレムの実現には神殿再建が欠かすことのできないことであり神殿礼拝は神様

からの新しい祝福を受ける象徴なのです。因みに新約聖書のヨハネの黙示録にはゼカリヤ書が多く引用されています。 

                                                             権 甲植 （続く） 

☆ ２０１６年９月号から始まったキリスト教講座、来月号第３１回が最終回です。 

聖書が書かれた時代背景や預言者の置かれた事情が分かりやすく解説され、興味深く読ませていただきました。 

「これを小冊子にしては？」との上野ワイズからの提案があり、小冊子に纏めることにしました。ご期待ください。    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月第２例会議事録（抄） 

日時： ２０１９年５月２２日（水） 18：30～20：00 

場所：  芦屋市民センター ２０５号室       

出席者： 上野・大岩・柏原・桑野・島田・羽太・五十嵐・

篠坂・菅原（各ワイズ）、坂本連絡主事 １０名 

（ブリテン編集会議： 18：00～18：30） 

議事・報告  

１） 第１例会 

・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              

柏原次期六甲部部長： 2019‐20 年度の方針・計画を

準備役員会議議事録の下に発表。９月２８日（土）開

催の六甲部部会に関して、報告と審議を行う 

島田次期会長： 次期の方針・計画を来季予定案資料

のもとに、報告と審議を行うことになった      

各事業委員： 反省・次年度計画・希望等を発表する 

☆食事は「うな重」上野メン手配、飲み物も用意する 

 ・７月第１例会 ７月１７日（水）  

柏原部長公式訪問、新旧会長交代式、新会長所信表名 

 ・８月第１例会 ８月２１日（水） 六甲部合同納涼例会 

  場所： ニューミュンヘン神戸大使館 （078-391-3656） 

  神戸市中央区三宮町２丁目５－１８  

時間： 1８：３０～２０：３０                    

  会費： ５，５００円（飲み放題コース）  

２） ４月度収支報告が羽太英樹会計よりあり、承認 

３） その他 

・六甲部各クラブの例会の日時・場所・内容・料金は毎

月初め広報委員長より情報が流れます。 

 https://www.kobeymca.org/ys/guidance.html  

楽しく交流しましょう 

・他部の催し・他クラブを訪問される方は、事前・事後い

ずれにしても会長に連絡する 

今後の予定 

・六甲部第１回評議会 ７月６日（土） １３：００～ 

場所： ベーカリーテーブル岡本 （通称 岡本ドンク） 

 会費： 未定 （４０００円前後の予定） 

出席者： 上野・大岩・柏原・桑野・島田・羽太・篠坂・ 

坂東（各ワイズ）坂本連絡主事） ９名確定、 

堤・浜瀬・福原・中山（各ワイズ）に出欠を確認 

・西日本区大会 ６月２２日（土）～２３日（日） 

参加者： 上野・柏原・桑野・島田・羽太・坂東・福原 

（各ワイズ）、坂本孝司連絡主事はＹＭＣＡから参加 

・アジア・オセアニア地域大会 ｉｎ 仙台 

７月１９日（金）～７月２１日（日） 

参加者： 柏原・桑野（各ワイズ） 

・六甲部・瀬戸山陰部合同部会＆メネットアワー 
日時： ９月２８日（土）         （詳細は後日） 

場所： 神戸ベイシェラトンホテル（六甲アイランド）  

☆芦屋クラブからは全員参加予定 

・芦屋クラブクリスマス祝会  １２月２３日（月） 

・神戸クラブ設立９０周年祝会 ２０２０年２月２２日 

 

 
◇ワークショップ難民 

紛争や迫害から逃れ、故郷を追われた難民や国内避難民

が世界各地に 7,000 万人以上いると推定されています。日

本にも、さまざまな国から難民が庇護を求めて来ています。 

わたしたち自身にできることは何か、一緒に考えてみませんか？ 

①６月１９日（水） 「難民とは」 

難民とはどのような人でしょうか。もしあなたの家族が難民に

なったらどうしますか？難民の定義や避難しなければならな

い原因、難民の身に降りかかる困難についてワークショップ

を通して考えます。 

②７月１０日（水） 「難民が目指す国」  

安全、人権、仕事、それとも言葉。難民はどんな理由でゴ

ールとなる国を選ぶのでしょうか。そもそも、難民は目的地を

選べるものなのでしょうか。カードを使ったワークショップで選

択理由と受入国としての適性について考えます。 

③７月２４日（水） 「難民を支援する」 

故郷を追われ、難民キャンプや遠く離れた異国で暮らす子

どもたちの映像から、難民を支援するにはどうすれば良いか、

NGO の立場で援助計画を作成し、理想の国際協力とは

何かを考えます。 

場 所： 神戸市青少年会館 ５F 研修室 

定 員： 40 名 

参加費： 無料 

問い合わせ先： 神戸 YMCA 国際奉仕センター  

078-241-7204 houshi@kobeymca.org 

 

 

 

 

ＹＭＣＡニュース 

編集後記： 「きょうお前のために薔薇を」  全ての花冠は

満ちみちている 花弁は幾百回となく 自らのなかにあり 谷

に満たされた谷のように 自らのなかにあり 重みを湛えている 
  
「薔薇の内側」  どこにあるのか この内側にふさわしい外

側は？どんな痛みにそのような亜麻布は当てられるのか？ 

－薔薇を愛でたリルケの詩より－ 
 

イエス・キリストにある恵み。それは私たちの心の襞に細やか

に触れ、隈なく覆います。 －ある日の学びより－柏原佳子 

2019 年度六甲部準備役員会報告 
５月１８日（土）１５時からの六甲部準備役員会は、ＹＭ

ＣＡ３階教室で予定通りに開催されました。いよいよ、柏

原佳子次期六甲部部長の期の始まりです。 

久しぶりに初心に戻った準備役員会でした。大田厚三

郎六甲部部長の開会点鍾のあと、ワイズソング斉唱から

柏原佳子次期六甲部部長の閉会点鍾まで、第 1 回評

議会の準備のための会に徹しました。そして何よりも参加

していただいた、次期役員と現役員が一体となり協議で

きました。次期主査、次期会長の次期方針、次期計画

は大きな問題もなく承認されました。 

7 月 6 日（土）の第 1 回評議会の準備の会は 20 時 30

分に終わり、場を懇親会に移し無事終えることが出来ま

した。         2019 年度六甲部書記 上野恭男 


