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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 
連絡主事    坂本孝司 
六甲部部長  柏原佳子 
                                       

ユニークなコミュニティを目指して          

会長 島田 恒 

「楽しくなければワイズでない」とよく言われま

す。本当の楽しさ・よろこびは、面白おかしい

という世にある楽しさを超えて、人生の深みに

降り立ち、活動を共にし、互いに支え合うとこ

ろにあると考えます。その原点は、YMCA の理

念である Christian Association に見つけるこ

とができるでしょう。今年度のテーマを、「ミッションに基づく共同

体」としたゆえんです。それは、単なる人道主義を超えたもの

です。他の組織にはないものがワイズには不可欠だと思います。 

クラブは心の居場所・人生の居場所であって、同時に社会に

開かれ、コミュニティを拡げ、社会や個人を変えていくものであ

りたいと願うところです。私たちの仲間に加わってくださることに

よって、本当の楽しさ・よろこびを味わってくださる方が周りに沢

山おられ、誘いを待っておられると信じて努力をしたいと思いま

す。そのためには、私たち自身がクラブメンバーとして、活き活

きと歩んでいることが大切であると考えます。 

今年度は六甲部に役員を輩出しています。連携をしながら

現実の実りを創り出していきたいものです。YMCA のために、ワ

イズのために、みんなで尽力し、それが取りも直さず自分自身

の本当の楽しさ・よろこびに重なるものになりたいと切望いたし

ます。 

６月第１例会出席表 

第１例会出席者 
メンバー  １４名 
ビジター     名 
ゲスト     １名 
メネット    １名 
コメット      名 
合 計   １６名 

例会出席率 
出席者    １４名 
メイクアップ   １名 
合 計    １５名 
在籍者    １７名 
（内広義会員２名） 
出席率  １００％ 

ＢＦ切手    

累計    ｇｍ 

 

ニコニコ 

６月  11,770 円 

累計 159,007 円 

主   題 

国際協会会長        Jennifer Jones（オーストラリア） 
‘Building today for a better tomorrow ’ ‘On the Move!! ’  
 

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        戸所岩雄（彦根シャトー） 

’Be the wind Be the Lighｔ’ 「風となれ、ひかりとなれ」 
’Spirit and Ｐｕｒｐｏｓｅ ｉn our Lives.’  

「こころ豊かにあるために、輝くために」 
 

六甲部部長          柏原佳子（芦屋クラブ） 
｢スピンネーカーの帆に枷を集めて｣ 

「風は六甲部の皆様です」 
 

芦屋クラブ会長       島田 恒 
「ミッションを体する共同体」’Mission-Based Community’ 

今月の聖句 
「怒りをおそくする者は勇士にまさり、自分の心を治める者は

城を攻め取る者にまさる」   

口語訳旧約聖書・箴言１６：３２） 

“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 ： Hisashi Shimada   〒659-0093   2-1-1108 Funado-cho, Ashiya,Hyogo 
Mail ： freedomism@nifty.com   Tel. ： 0797-38-4836          〒658-0016 Japan   
URL ： http://www.kobeymca.org/kobe_ymca/ys/ashiya.html  

７月第１例会 

とき： ２０１９年７月 1７日（水) １９：００～２１：００ 

ところ： ホテル竹園芦屋             

司会： 坂本孝司連絡主事 
 
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          五十嵐政二ワイズ 

５．会食・歓談 

６．会長交代式      司式 上野恭男ワイズ 

７．六甲部部長挨拶       柏原佳子部長 

８．会長所信表明        島田 恒会長 

     「私たちは今どこにいるのか－社会への視座」 

９．事務報告           島田 恒会長 

各事業委員報告    クラブ事業委員 

10．ＹＭＣＡ報告     坂本連絡主事 

11．ニコニコ献金報告    坂東幸子ワイズ 

12．誕生日祝い     島田 恒会長 

       篠坂幸彦・菅原進・羽太英樹・羽太光子 

13．閉会点鐘     島田 恒会長 



２０１９年６月第 1 例会 

日時： ２０１９年６月１９日（水）１９：００～２１：００ 

場所： 芦屋市民センター２０３号室 

参加者： 五十嵐政二、上野恭男、大岩雅典、柏原佳子、 

 桑野友子、島田 恒、菅原進、堤 清、中山豊美 

羽太英樹、濵瀬眞知子、坂東幸子、福原吉孝 

坂本孝司連絡主事、大澤昌子メネット 

ビジター： 馬場恵史氏（みどり作業所職員） 

６月第１例会は桑野会長 後の第１例会、大岩雅典ワイズ

の司会で開会点鐘、クラブソング斉唱、羽太ワイズによる聖

書の朗読は「聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅く」と

いう聖句でした。いつも再認識させていただくお話に感謝いた

します。 

菅原ワイズによる食前感謝の後、会食歓談、今回は中山ワ

イズから美味しい日本酒の差し入れを頂き、いつも美味しい

三佳の「うなぎ」とともに舌鼓を打ち、楽しい会食となりました。 

会食後、みどり作業所、大澤メネット、ゲストの馬場さんにご

挨拶を頂き、今年度の献金を贈りました。みどり作業所から

は、６／２９（土）お昼間の催しのお誘いもありました 

２０１８～１９

年度桑野会

長 終の第

１例会では、

事 務 例 会 と

なるため、今

回 は 来 季 に

向けての六甲部と芦屋クラブの活動方針について提案、ディ

スカッションとなりました。 

次期六甲部柏原部長より六甲部

の来期のスローガンと７月６日（土）

岡本で開催される第１回評議会と

９月２８日（土）、瀬戸山陰部との

合同例会についてのお話がありまし

た。 

そして時間を大幅に取り、次期島

田会長より２０１９～２０年度の活

動方針と各月例会のテーマについて

の提案と意見交換が行われました。 

事業報告、坂本孝司連絡主事による、ＹＭＣＡ報告坂東ワ

イズによるにこにこ献金報告、６月のお誕生日祝いとなりました。 

例会の 後はＹ

ＭＣＡ 事 業 に対

する献金のことに

ついて、時間いっ

ぱいまで全員でデ

ィスカッションとなり

閉会点鐘２０１８

～１９年度桑野

会長 終の第１

例会は、皆さんの前向きで、真剣な意見が飛び交う大変有

意義な時間を過ごすことが出来ましたこと感謝いたします。 

                            大岩 雅典 

第２２回西日本区大会 

レトロな前夜祭 
前夜祭はウィスティン都ホテルで開催されました。会場に入る

と、派手な横断幕の前に自転車が一輪、カウンターには日本

酒の銘柄から厳選されたワインがずらりと並びちょっと違った空

気が流れています。懇親会の半ばで突然、大河ドラマ“いだ

てん”に出てくるような古き昭和の時代の自転車で粋なお兄さ

ん（後でメンバーと判明♪）の紙芝居が始まりました。「黄金バ

ット」の語り口の巧み

さで大いに笑わせてく

れました。なるほど、

京都トウビーの皆様

はカンカン帽や水玉

のワンピース、ｶﾌｪの

エプロンドレスとレトロ

なファションとこだわっ

ておられたのが印象的です。インフォーメーションがあれば私も

浴衣とか、パニエで膨らませたスカートとか雰囲気にあわせた

装いでもっとムードに溶け込めたのにと少し残念？大盤振る

舞いのお酒、素晴らしいごちそう、なにより語らいの時間を大

切にされた粋な計らいの懇親会、お見事でございました。 

                            柏原佳子 

大会当日 
６月２２日、京都で開催された第２２回西日本区大会の１

日目と懇親会に参加した。阪急芦屋川駅から四条烏丸～

地下鉄を経由して会場のロームシアターに向かった。まだ梅雨

入りしていない久しぶりの京都の町は外国人観光客も多く散

策しており、青空の古都での大会日和となった。開会間際に

到着し着席すると間もなく緞帳が上がって、京都出身の女性

チェロリストによるワイズソングにもなっているシベリウスのフィンラ

ンディアのチェロの音が会場いっぱいに響いた。粋な演出であ

る。芦屋クラブからは、柏原佳子部長、桑野友子会長、上

野恭男、島田恒、坂東幸子、福原吉孝各ワイズ、坂本孝

司連絡主事と小生の８名であった。 

壇 上 で は

例年のごと

く西日本区

各 地 の 部

長、会長に

よるバナー・

セ レ モ ニ ー

が 始 ま る 。

登場するワ

イズへ会場

から声援が

響き渡る。ホストクラブは元気な京都トゥービークラブである。

プログラムは、来賓あいさつ、新チャータークラブの紹介、ＩＢＣ・

ＤＢＣ締結式、この一年に逝去されたワイズのメモリアル・アワ

ー、奈良伝表彰式、各部の一年の歩みの報告など盛りだくさ

ん。２０１８／２０１９締めくくりのワイズの大会も休憩を挟んで

の３時間も瞬く間に過ぎ去った。           羽太英樹  

 



大会懇親会 
西日本区各クラブから７２０名くらいの大勢が参加していた。 

西日本区大会では粛々と行事が進行、終了し、蹴上の都

ホテルで懇親会が実施された。 

懇親会では、美味しい料理がテーブルに運ばれ、ワイン、ビー

ルなど飲みものも自由に堪能した。真ん中のフロアでは、ピア

ノなど３名でのジャズの生演奏があり、大きな会場にジャズが

響き渡り、ワイズ西日本区大会らしい大人の雰囲気で、とて

もシックなジャズ音楽を愉しむ事が出来た。         

フロアでは、ワイワイと賑やかに大勢のワイズメンの交流が行わ

れていた。ジャズが奏でるシックな音楽に促され、ダンスに興じ

る人たち、あちこちで笑い声に溢れ、より一層にぎわいを見せ

ていた。私達もテーブルを離れ、知り合いのワイズメンとお喋り

を愉しんでいた。中でも友好クラブの熊本みなみの会長と久し

ぶりにお喋りが出来、大変良かったと思う。いつもながら、各ク

ラブと久しぶりの再会、交流は楽しみである。 

今回は舞台設定が無く、型通りの祝辞や挨拶もなかったが、

和装の京都市長の挨拶はユーモアたっぷりで流石と思わせた。

また、事前の通告通り部会や周年行事のアピールタイムもな

く、７月の仙台でのアジア大会と次回の琵琶湖での２３回大

会のアピールのみが行われた。ジャズ団の周りを大勢の実行

委員のメンバーが大きな横断幕を掲げて賑やかにぐるっと回り、

大野ワイズが大会アピールソングを歌い、皆の参加を誘った。

何時もながら、西日本区大会での美味しい料理と催しは、

楽しい時間である。次回も、しっかりと味わいたいと思う。 

参加した芦屋ワイズのメンバーと楽しく過ごしたことを報告します。 

                             福原吉孝 

大会２日目の報告 
上野は昨日の西日本区大会のあと懇親会に参加し、いった

ん帰宅しての参加でした。 

６月 23 日（日）は 22 回西

日本区大会２日目で、主

任の活動報告と各種表彰

が発表されますが、途中参

加となりました。会場の「ロー

ムシアター京都」はなかなか

の施設で、1,000 人は収容できる規模の会場でした。 

やがて、お目当ての役員交代式です。柏原六甲部部長はお

なじみの白のお帽子をかぶり、颯爽と演壇に登場しました。9

部の部長さんの中で際立つ姿を嬉しく思いました。 

部長交代式でのバッジの装着は、現と次期で行いますが、大

田部長とのバッジ交換を終え新部長として、にこやかに握手を

交わして和やかに終了しました。 

桑野ワイズも２日目も参加されましたが、ホストクラブの助っ人

を依頼され、途中席を外しましたが、部長交代式はきちんと

見られたのとの報告を受けました。会場は初日に比べて櫛の

歯のように参加者が減り、いつものことながら残念でした。 

しかし、今回は柏原、桑野、島田、福原、羽太、坂東、上

野各ワイズに坂本連絡主事の 8 名参加は嬉しいことでした。 

今回はエンターテーメントとアピールがなく、２日間の充実度が

上がったような気がしました。こんな西日本区大会もいいなー

と振り返っています。                  上野恭男     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おことわりとお知らせ 

連載中のキリスト教講座第３１回（ 終回）は紙面の都合で

今月号に掲載できませんでした。 

８月号に掲載すると同時に既報のように小冊子に纏めて９月

には皆様のお手元に届くようにします。       桑野友子 

ONE CAMP 報告 

先月５月８日（水）１８：３０～宝塚ワイズメンズクラブ例

会に参加してまいりました。 

ＯＮＥＣＡＭＰの報告スケジュールで訪問することなりまし

て越生リーダー、河崎リーダー、竹内リーダー３名の付き

添いの役目でした。 

宝塚ホテル９階宴会場で行われました例会は、ホテルの

美味しい食事をいただきゲト参加の私にも大変暖かい

笑顔でお迎えくださり、幸せな集まりに参加できたこと感

謝です。          

例会での２０１８、ＯＮＥ 

ＣＡＭＰ報告は、リーダー 

たちが回数をこなして慣 

れてきたこともあり宝塚の 

皆さんに快く支持してい 

ただける内容でした歓談 

の時間でも沢山の方々に声を掛けていただき有義な報

告会となりました 

宝塚ワイズ例会に参加して今回は京都の川上孝司

（前）部長がゲストスピーカーとし来られていました 

ＹＭＣＡの支援事業であるロールバックマラリアのお話でし

た。川上さんは 初に”蚊”の衣装（扮装）で出てこられ

お得意のバンジョー演奏で替え歌（テーマ曲）のパフォー

マンスをご披露していただき大変分かりやすい、ウエットに

飛んだご説明でマラリアの恐怖について語っていただき、

そして西日本区の献金事業の意義についてもかなり踏

み込んだご意見をお聞きできました。 

私はこの奉仕姿勢に大変感銘を受けました。献金のこと

については、納得の行く形でお金を出したいと日ごろ考え

ていますがゲストスピーカーでお招きし事業について説明

していただくことは本当に相互理解の観点において大事

なことだと再認識いたしました。 

蛇足ですが、ＯＮＥＣＡＭＰも川上さんの取り組みに習い

根気よく広報活動を継続したいとおもいます。 

今回縁があって、宝塚ワイズの例会に参加できる機会を

得ることが出来たことそして、楽しい交流や学びが出来た

ことに感謝したいと思います。            大岩雅典 



６月第２例会議事録（抄） 

日時：  ６月２６日（水）１８：３０～ ブリテン編集会議   

場所：  芦屋市民センター 204 号室 

出席者： 五十嵐、上野、大岩、柏原、桑野、島田、 

羽太、福原（各ワイズ）＆坂本連絡主事 

議事・報告 

１） 第１例会   例会場（原則）： ホテル竹園芦屋 

８月２１日（水）18：30～ 六甲部合同納涼例会 

☆ ミュンヘン大使館（三宮） 

９月１８日（水） 川邨神父（カトリック芦谷教会） 

    メネット強調月間メネットさんの参加を期待します  

 １０月１６日（水） 大野寿子（メイク・ア・ウィッシュ活動 

「難病の子供の夢を叶える」   事務局長） 

☆ 芦屋市民センター 

 １１月２０日（水） 西宮クラブとの合同例会 

            柏木先生（淀川キリスト教病院）  

 １２月２３日（月） クリスマス祝会 

  １月１５日（水） 新年祝賀会 

      沖胡牧師（芦屋福音協会） 

      ゴスペルチームの参加を期待します 

  ２月１９日（水） 事務例会 

  ３月はオープン例会とし、一般の方の参加を期待、 

福音落語家（露のききょう・ゴスペル亭パウロ等）を 

ゲスト候補として交渉する予定 
 

２） ５月度会計が羽太ワイズよりなされ、承認 
 

３） 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 

出席者： 上野、大岩、柏原、桑野、篠坂、島田、浜瀬、 

坂東、福原（各ワイズ）＆越生寛子リーダー 

会 費：  ４，０００円 

☆ブリテン編集会議はメールで行う。 各行事の原稿執筆は 

  行事ごとに事前に依頼する 

☆他クラブを訪問する場合、事前（事後でもＯＫ）に会長又 

は書記に連絡ください 

六甲部他クラブの例会詳細は毎月初に広報委員長から

配信される「例会案内」をご参照ください 

☆7 月 17 日（水）第 1 例会開始前の 15：30 よりクラブ内事 

務分担を話し合います。例会準備の役割も話し合います 

ので、出来るだけご参加下さい 

今後の予定 

・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 

・クリスマス祝会 ２０１９年１２月２３日（月） 

・神戸クラブ設立９０周年祝会 ２０２０年２月２２日 

☆その他、順次掲載します 
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現在、神戸 YMCA においては、本格的な夏を迎える前に、

様々な夏のプログラムの準備が進められています。今夏のプロ

グラムから 2 つご案内いたします。 

 

◇『第 16 回多文化共生のための国際理解教育・開発教

育セミナー』 

基調講演：「地域の多様な子どもたちの学びあい～ 

多文化共生社会をめざして～」 

吉富志津代氏 （名古屋外国語大学教授、多言語 

センターFACIL 理事長）  

ほか 3 つの分科会では、様々な切り口で理解を深めます 

日 時： 2019 年 8 月 5 日（月）13:00～16:30 

8 月 6 日（火）13:00～17:00 

場 所： JICA 関西 神戸市中央区脇浜海岸通 1-5-2 

      TEL：078-261-0384 

対 象： 国際理解教育・開発教育に興味のある教職員

学校関係者、学生、高校生 

参加費： 無料 

申込先： JICA 関西市民参加協力課  

多文化共生セミナー  担当：近江 

FAX：078-261-0357 

E-mail：jicaksic-renkei@jica.go.jp 

◇『第 37 回チャリティワインを楽しむ会』 

日 時： 2019 年 9 月 6 日（金）18：30～20：30 

場 所： 神戸ポートピアホテル 31 階  

フレンチレストラン「トランテアン」  

参加費 ：10,000～12,000 円（未定） 

※まずは実施第一報です。 

詳しいご案内は、今しばらくお待ちください。 

 

 

 

 

YMCA ニュース 

編集後記： 島田会長の下で 2019 年度が始まりまし

た。魅力ある例会づくりとメンバーの増強に力を注ぎましょ

う。同時に今期は柏原六甲部部長を送り出しています。

クラブの活性化と共に六甲部をサポートすべく六甲部の

行事をきめ細かくレポートします。皆様、積極的に参加

し、ブリテン原稿をお寄せください。       桑野友子 

 
・メネット主査会  ７月 ７日（日） 14：00～ 

  場 所： 北野ガーデン 

・Ｙ‘ｓ起こし委員会  ７月 ８日（月） 18：30～ 

  場 所： 神戸ＹＭＣＡ 

・Ｙサ主査会  ７月２７日（土） 16：00～ 

  場 所： 神戸ＹＭＣＡ 

・ＥＮＣシンポジウム  ７月２９日（月） 18：30～ 

  場 所： 神戸ＹＭＣＡ 

  修了後懇親会： ヤッチャイ（会費 3,000 円程度） 

・部長公式訪問 

  7/9（火）神戸クラブ、7/10（水）宝塚クラブ 

  7/11（木）神戸ポートクラブ、7/16（火）神戸西クラブ 

  7/18（木）神戸学園都市クラブ、8/３（土）さんだクラブ 

六甲部 7 月の行事予定 


