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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 
                                       

ユースについての活動報告 
大岩雅典 

ワンキャンプ参加、そしてユースリーダーに寄り添っての活動に

ついて報告をいたします 

ワイズメンの立場からユースキャンプ活動に深くかかわりリーダー

から届いた生の声も含めて感じたことです 

現場には、我々の気持ちが通じて、ワイズの協力を感謝してく

ださるユースキャンプリーダーは沢山居ます。 

私のようなおじさんが参加しても大学生リーダーはもちろんのこ

と中高生リーダまでもが、年齢差など関係なく明るく積極的に

話しかけてくれます。 

素晴らしいリーダーがたくさん居て未来は想像以上に明るいと、

参加するたび学びと喜びを得ますこと、本当に感謝です。 

そして、私たちワイズメンにとってはあまり良い報告ではないの

ですが問題点を感じておりますのでそのことについて報告します。 

生の声です。 

『キャンパーから参加し８年以上長期間、キャンプにかかわった

大半のキャンプリーダーはワイズの存在を知らないまま卒業し

ていく』 

『私たちはワイズにお話に行くが、ワイズ方々は来てくれない』 

こういう言葉を投げかけられました。ショックでした。 

例えは悪いですが、湾岸戦争の『SHOW THE FLAG』状態で

す、お金を出してくれている人がいることは想像できるが顔も

名前も知らない。というリーダーがほとんどです。  （４面に続く） 

７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    １５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 

７月  10,500 円 

累計 10,500 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風を集めて｣ 

「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 
イエスは彼らを見つめて、｢それは人間にはできることではない

が、神は何でもできる｣と言われた。 

マタイ 19 ・26 

“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  

六甲部 8 クラブ納涼例会 

とき： ２０１９年８月２１日（水) １９：００～２１：００ 

ところ： ニューミュンヘン神戸大使館             

     神戸市中央区三宮町丁目５－１８ 

     電話： ０７８－３９１－３６５６ 
 
新しい年度が始まったワイズメンズクラブ西日本区六甲 

部の交流を深める機会です。 

暑さ吹き飛ばす熱さでワイズメンズクラブを語り合いましょう！ 

アピール希望、出し物希望のクラブ等ございましたら、お申し 

出ください。 

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 
 
司会： 上杉 徹 （国際・交流主査） 

１ 挨拶 柏原佳子六甲部部長  

２ 会食 美味しいお料理とフリードリンク 

３ Ｙｻ・ユース研修会＆ＥＭＣシンポジウム報告と話合い 

４ アピールタイム 

４ その他 
 
 お問い合わせ： 国際・交流主査 上杉 徹 

 電話： ０９０－８５２７－７１８６ 



２０１９年７月第 1 例会 

日時： ２０１９年７月１７日（水）１９：００～２１：００ 

場所： ホテル竹園芦屋 

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 

坂東幸子、福原吉孝、坂本孝司連絡主事、 

大澤昌子メネット 

7 月第 1 例会は、芦屋竹園ホテルにて行われました。桑野友

子ワイズによる開会点鐘の後、クラブソング斉唱、そして五十

嵐政二ワイズの聖書朗読でスタートしました。 

今回の例会は、2018 年から 2019 へ移行する会長交代式も

あり、新会長の所信表明、そして芦屋ワイズから選出されて

いる六甲部柏原部長の公式訪問でもありました。 

会長交代式は、柏原六甲部部長の司式で行われ、1 年間

の芦屋ワイズメンズクラブの活動をまとめ導いてくださった桑野

会長の労をねぎらう言葉と、島田会長への熱い激励がありま

した。 

会長交代式を無事終え、柏原六甲

部部長より、ご挨拶がありました。自ら

の役割をやり遂げることの強い決意と、

芦屋ワイズメンズクラブのメンバーのお支

えが大切だというご挨拶がありました。こ

の一年、みんなで柏原六甲部部長を

お支えすることを心に誓いました。 

次に、メインである島田会長より所信

表明とスピーチでした。 

現在の日本企業や社会の状況から、

「いま、私たちはどこにいるのか。」という投げかけは、私たち一

人一人に対してとても

重要なものでありまし

た。単なる面白さ、愉

快さではなく、本当の

ワイズの楽しさを創造

し、人生の深みへいく

ために活動を共にし、

互いに支え合うという

今年度の方針は、単なるボランティア団体にはない意味深さ

を感じさせるものでありました。また、そのようなクラブとするため

に、具体的にすべきことを積み上げていくことが必要であることも

確認され、次の一年のスタートを切りました。 

最後は、事業報告、YMCA 報告、坂東ワイズによるにこにこ

献金報告、そして 7 月のお誕生日お祝いとなりました。 

                             坂本孝司 

２０１９年度六甲部第一回評議会＆懇親会 

７月６日（土）、六甲部第一回評議会が１３：００よりベーカリ

テーブル岡本にて開催され、終了後、懇親会が行われた。 

六甲部評議会は、上野メンの司会進行にて、今年度の柏

原新部長の挨拶で始まり、今期の予算、各地区の会長方

針等・・・の発表で無事に承認された。 

Ｅ Ｍ Ｃ に

特 化 し た

新 し い 予

算設定が

なされ、さ

ら に 進 藤

Ｅ Ｍ Ｃ 委

員発表で

は、その 

   取 り 組 み

姿勢が鮮明となっており、従来にない注目点と思われる。 

近年、六甲部としてメンバーの拡大、若返るが大きな課題と

なっており、柏原新部長の企画、成果を期待したい。 

さて、懇親会は、「平和への

祈り」をテーマとし神村幸江 

ピアノ伴奏、西崎節子 ソプ

ラノの演奏が、会場に響き渡

り、「さとうきび畑」や命の大切

さをテーマとした歌等々・・、

西崎節子氏のソプラノが凛と

して雰囲気を作り、目をつぶ

りその歌を味わう方、何かを

思って聴き入っている方々・・

それぞれにとっていいソプラノを

味わう時間であった。 

アンコールもあり、神村氏のピ 

アノ演奏で見事な西崎氏のソプラノを大拍手で送りだした。 

その後、ワイン等を頂きながら、美味しい料理を味わった。 

あちこちで歓談しながら、柏原六甲部体制の活動への期待

や各クラブの活動などの情報交換など何時もの様に賑やかな

会場となり、評議会＆懇親会が終えることが出来た。 

評議会には芦屋クラブ：上野、大岩、柏原、桑野、島田、浜

瀬、坂東、福原（各ワイズ）８名の出席であった。 

柏原新部長は芦屋クラブから送り出した部長であり、今年度

の活躍成果を期待して報告を終える。 

                             福原吉孝 

素晴らしい歌声と演奏 

8/13～9/4 デンマークでの STEP プログラムに参加の 
石田大樹君（宝塚クラブ多胡葉子ワイズのお孫さん） 

神戸タータンは今期
部長の制服です 

島田会長の所信表明 



紀行「私の仙台大会」 

アジア太平洋地域大会（仙台）に参加しました。 

西日本区ＨＰに詳しいニュースが掲載されています。 

私の参加は全く予想外のことで、ただ、3 日間、何も考えない

で楽しみたいという発想からの参加です。 

空港から多くのワイズメンと出会い、会場に着くとマーシャルス

タイルの武田寿子さまに一番に迎えられ、ロビーでは台湾区

の女性達と名刺交換が始まり一度に国際大会の気分上昇。

１日目の懇親会は、東日本区の女性の盆踊りがあり浴衣を

用意していて良かったなと。遠い昔、台湾での大会で浴衣を 

 

 

 

着てアジア会長からも喜んでいただいた記憶がオーバーラップ

します。明くる日は、今回のテーマは「震災を忘れない」復興

が進んだ被災地へ 4 カ所に分かれてのバスツアー、企画がす

ごいと思います。すでに震災の生々しい傷跡を 3 回訪れたこと

もあり一番つらくない「松島コース」を選びましたが、やはり衝

撃を受けました。が、自由時間委の散策では戸所理事キャビ

ネットの方々ともご一緒になり会議とは違った雰囲気で親しさ

が深まりました。 

２日目の懇親会は大野勉さまと区書記河口祐亮査さま、林

事務局長のそろい組がオープニングを飾りました。２日目のお

席は広い会場

の中で一番い

いところ♪の上

に 瀬 戸 山 陰

部 さまと同 席

に 恵 ま れ て       

交流は一気に   

盛り上がりまし

た。私たちＤＢ

Ｃクラブ井上 

修三ご夫妻か 

                          ら来年のデンマ

ーク世界大会に是非参加したいお孫さま達を紹介いただき、

ＤＢＣ交流が出来ました♪でかければいつも楽しい交流が出

来、懐かしい方々との再会は古き良き時代を思い出します。

それにしてもマーシャルをされた方々には感謝いっぱいです。 

帰ってからは敵のようにメールに追われましたが、気分爽快！

リフレッシュ作戦は私には大成功でした。      柏原佳子 

Y サ・ユース事業研修会 
７月２７日（土）神戸 YMCA に於いて Y サ事業研修会がもたれ

ました。荒川恭次 Y サ・ユース主任を招いてＹＭＣＡと各クラブ

の Y サ事業の取組みが話し合われ、ともすればメンバー増強の

ＥＭＣに傾きがちな議論を水野主査（代理）が軌道修正をしな

がら充実した時間を持ちました。 

修了後、遠く中部から来られた

荒川主任のおもてなしを、味加

味で開催、少人数でしたが、お

薦めの料理に全員大満足。皆

様のリクエストでバスタと共にハ

イ！ポーズ！とても楽しそうな柏

原部長です。    桑野友子 

ＥＭＣシンポジウムに参加 

７月 29 日（月）神戸 YMCA に於いて EMC シンポジュウムに

参加してまいりました。芦屋クラブからは、柏原部長、上野部

書記、島田会長、桑野書記、大岩メン、坂東メン、そして当

方と最強の布陣でのぞみ

ました。 

開始即、牧野篤文（京都

トップス）EMC 主任よりパワ

ーポイントにて、１回で８人

入会、トップスの奇跡を聞

かせていただきました。いさ

さか企業の研修会を思い

出しましたが、よく練られた内容で驚き、勉強になりました。 

今回は各クラブからの発表も

あり、当方も来年２月留学生

歓迎会について素晴らしいポ

トラックパーティー、アンド DJ を

呼んでのデスコなどと宣伝も

出来、来年が楽しみの EMC

会合でありました。 菅原 進 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直前アジア太平洋地域会長主催晩さん会で西日本区から
参加のメン・メネットと、もりおかクラブの井上夫妻もご一緒に 
浴衣姿の柏原部長は流石お洒落、大いに盛り上がりました♪ 

井上ご夫妻と５人のお孫さん、世界大会や 
アジア大会に順番に参加しているとか、将来
のメンバー候補ですね♪ 

六甲部部長の礼状と EMC 主任の返信メール 
 
西日本区 EMC 事業委員 牧野篤文さま 

昨日は、六甲部シンポジウムにご出席いただき有り難うご

ざいました。 

京都部の勢いだけを語られるのではなく、六甲部のクラブ

にも伝わる組み立てをお話しされ、引き入まれました。 

九州部に続いてのお疲れも出されずパワーいっぱい！素

晴らしいエネルギーで西日本区をリードして行かれることと

思います。一言の感謝とお礼を申し上げたくて。 

トップスクラブＥＭＣ事業委員長高坂さまにもよろしくお伝

えくださいませ。          六甲部部長 柏原佳子 
 
先日は、お世話になり本当にありがとうございました。 

早速にご丁重なメールを頂き驚いています。 

柏原部長を筆頭に六甲部のメンバーの皆さんの高い「人

間力」にふれ私の方こそ感激致しました。 

まだまだ若輩者ですが、六甲部発展のために少しでもお

役に立てるように、頑張りたいと思いますので、今後ともよ

ろしくお願い申し上げます。取り急ぎお礼まで・・・。 

2019-2020 EMC 事業主任 牧野篤文 



７月第２例会議事録（抄） 

日時：  ７月２４日（水） １８：３０～      （敬称略）                   

場所：  芦屋市民センター 204 号室 

出席者： 島田会長・大岩・上野・柏原・桑野・菅原・ 

       坂東・福原＆坂本孝司連絡主事 

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）19：00～ 六甲部合同納涼例会  

第１例会とする。全員参加希望。 会費： ￥5,000．－  

・９月１８日（水）スピーカー川邨神父（カトリック芦屋教会） 

・１０月１６日（水） スピーカー 大野寿子（メイク・ア・ウィッ 

                シュ活動前事務局長・現理事） 

  「難病の子供の夢を叶える」 会場： 芦屋市民センター 

・１１月２０日（水） 西宮クラブとの合同例会 

  スピーカー 柏木先生（淀川キリスト教病院） （案） 

・１２月２３日（月） クリスマス祝会 実行委員会で検討 

・１月１５日（水） 新年祝賀会 スピーカー 沖胡牧師

（芦屋福音協会） 

・２月１９日（水） 事務例会  

 ☆３月以降の候補を提案してほしい。 ３月は音楽療法の 

 スピーチは？（菅原ワイズ提案） 

２） ５・６月度会計及び１９年度予算は羽太ワイズ欠席の為、

次回に承認を受ける 

３） その他の六甲部行事  

会場（原則）： 神戸ＹＭＣＡ 後、（懇親会） 

・Ｙサ・ユース事業研修会： ７月２７日（土） 柏原部長・ 

大岩・上野・桑野が参加、後（味加味） 

・ＥＮＣシンポジウム： ７月２９日（月） 柏原部長・上野・ 

大岩・桑野・島田・菅原・坂東が参加、後（ヤッチャイ） 

・地域奉仕・環境事業委員会： ８月７日（水） 

柏原部長・上野・桑野が参加                                    

会場： ホテル竹園芦屋マグネットカフェ 

４） その他 

・クラブファンド： 「十勝のじゃがいも」・「インカのめざめ」を 

継続、その他（豚肉）を考える 

・幟 (六甲部で作成)： 芦屋クラブは４本希望 

・例会のスピーカーに 2 曲くらいの演奏を入れる件は反対も 

 あり、とりあえず 1 回やってみてはとの結論になった 

・EMC 強化対策  パンフレットｏｒリーフレット作成  

実行委員会を立ち上げ、島田、桑野その他で進める。 

☆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。 

☆第２例会は原則芦屋市民センターで１９：００～とする 

                     記録 桑野友子（書記） 

今後の予定 
◇六甲部＆瀬戸山陰部合同部会  ９月２８日（土）  

会場： ベイシェラトンホテル神戸（ポートアイランド） 

◇各部会： 京都部９/１(日)、びわこ部９/７（土）、 

中部９/８(月)、阪和部９/１６(月・祝)、 

九州部９/２１-２２(土・日)、中西部１０/５(土)、  

西中国部１０/２６(土) 

☆ 参加者はクラブで纏めて登録する 

(１面より続く) 

ワイズの存在を知っているリーダーは活動に熱心なごく一部の

中枢メンバーだけで大多数のリーダーはワイズの存在すら知り

ません。 

せっかく支援しているのに、存在すら知られていないというのは、

ＹＭＣＡ職員やキャンプディレクターだけの責任とは言いえない、

ワイズからユースに対する日頃のかかわり方の問題だと個人的

には感じました。 

「口とお金は出すが現場には行かない」、「意見もお金も要ら

ないから現場に来てユースの心に寄り添う支援こそが欠けてい

る」と言っているのではないかと思います。 

現状を改善するべく、私もユースの情報を積極的に皆さんに

お知らせいたしますので、一緒に現場やリーダー会に向かい、

ユースの人たちとの心の関わり合いを持っていただきたいと思い

ます。 

☆上野ワイズや島田ワイズからもご意見が寄せられています。

芦屋クラブ全員で考えたいですね。 

 

 
 

【神戸 YMCA 三宮会館秋祭り第一報】 

日程： 2019 年 10 月 26 日（土） 

場所： 神戸 YMCA 三宮会館・ライフ＆シニアハウス神戸北 

 野（神戸市中央区加納町 2-7-11） 

共催： 公益財団法人神戸 YMCA・株式会社 生活科学 

運営(ライフ＆シニアハウス神戸北野) 

来場者見込： 約２００人 

内容（昨年度実績）： ミニコンサート、模擬店コーナー(飲食 

関係・販売関係)、ウエルネスコーナー(体力測定等)、

施設見学等(予定 状況により内容等変更の場合があ

ります。) 
 

【第 20 回アジア・太平洋 YMCA 大会】 

日程： 2019 年 9 月 2 日（月）～9 月 6 日（金） 

場所： 日本 YMCA 同盟東山荘（静岡県御殿場市） 

テーマ： Living Together Within Nature on a Path to 

Peace 

   ～自然の恵みに抱かれ、平和に向かって共に生きる～ 

主なプログラム： 基調講演、フィールドトリップ、グループワーク、  

 テーマ別セッション、式典／ディナーバーティーほか 
 
【第 4 回アジア・太平洋 YMCA ユースアッセンブリー】 

日程： 2019 年 8 月 31 日（土）～9 月 2 日（月） 

場所： オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区） 

対象： 18 歳から 30 歳までのユース 

主なプログラム： 基調講演、グループワークなど。 

 
 
 

 

 

 

 

YMCA ニュース 

編集後記： 年度始めの７月は評議会を始め、各事業

委員会が開催され、また、部長公式訪問もあり、柏原

部長を送り出した芦屋クラブのブリテンは記事満載です。

その上、仙台でのアジア大会もあり、権ワイズの「キリスト

教講座」はまた掲載順延となりました。９月号に必ず掲

載すると同時に全３１回分を小冊子にして９月には上梓

予定です。ご理解の上、お待ち頂きます様。 桑野友子 


