
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/1３ 

 役 員 

会  長 長尾 亘    直前会長 山崎泰男 

副会長 多胡葉子    書    記  若林成幸   

会  計 吉田 明    会計監査 今田 稔 

メネット連絡 福田素子 連絡主事 谷川 尚、 

六甲部地域奉仕.環境事業主査   山崎泰男 

西日本区交流事業主任  石田由美子 

 

事  業 

委員長 

 

ＹＭＣＡサービス・ユース 多胡 葉子 

地域奉仕・環境 山崎泰男、ＥＭＣ 福田宏子 

交 流 石田由美子  ファンド 堀江裕一 

広 報(ブリテン) 長尾 亘、 (HP)   長尾 亘 

特別事業
  委員長

 

ＮＧＯ 三品ミチ子   じゃがいも    福田 肇 

バザー 山崎泰男   市民クリスマス 若林成幸 

 

お誕生日 

おめでとう！ 

樋之内悟(11月 4日) 多胡進(11月 26 日) 

 

 在籍会員数           24名 

例会出席者数         35名 

うち会員数           19名 

出 席 率           79.2％ 

メイクアップ（内数）   0名 

メネット        4名 

コメット・マゴメット１名、ゲスト・ビジター11名 

ＢＦポイント  10月      6,710 円 

       累  計     21,740 円 

にこにこＢＯＸ 10月      1,000 円 

       累  計     13,000 円 

物品販売累計           5,300 円 

宝塚ワイズメンズクラブ  2012 年 11 月会報 第 290 号 

        主 題 ・ 標 語 

 国際会長(I P)        Philip Mathai  （インド） 

  主題： ”Be the light of the world”  「世を照らす光となろう」 

  標語： “Share your blessings in love”  「恵みを愛もて分かち合おう」 

 アジア地域会長(AP)  Oliver wu  (台湾) 

  主題： “Years bring wisdom”  「歳月は Y’sをワイズ(賢者)にする」 

  標語： “Action vitalize life with strength”  「行動が活力を呼び覚ます」 

 西日本区理事(RD) 成瀬 晃三 （名古屋） 

  主題：「先頭に立ってワイズの光を輝かそうクラブで、地域で、国際社会で」 

      “Let Y’smes Light Shine before Others 

       In the club, in the community, in the world” 

  標語：「ワイズメンの満足度向上を真摯に取り組もう」 

      “Devote Yourself to Y’sdom and Get More Satisfaction!” 

 六甲部長     上野 恭男（芦屋） 

  主題：「柔軟な創造で愚直に積極的なワイズライフを楽しもう」 

 宝塚クラブ会長  長尾 亘 

  主題：「原点に帰って、楽しい例会」 

      “Back to the Origin!! Joyful Meeting.” 

今月のテーマ： Public Rerlations Welness 

 

  あなたがたのうちで、自分の子がパンを求めるのに、石を与える者

があろうか。魚を求めるのに、へびを与える者があろうか。 

 天にいますあなたがたの父はなおさら，求めてくる者に良いものをく

ださらないことがあろうか。 

マタイ7：9−11(口語訳) 

2012 年 11 月第 1 例会 

  日 時：2012年 11月 14 日（水）18:３0 
  場 所：宝塚ホテル ゴールドの間 
  会 費：会員３,０００円、会員外３,５００円 
               ドライバー    福田 宏子 
                堀江 裕一 
  開会点鐘          長尾 亘会長 
  ワイズソング        全   員 
  聖 書           山崎 泰男 
  祈 祷           石田由美子 
  ゲスト・ビジター紹介    長尾 亘会長 
  会 食 
  ゲストスピーカー 
     宝塚大学教授、元毎日新聞編集局長  
        朝野 富三氏 
      「三畳小屋の伝言」 
  誕生日のお祝い 
  会長報告          長尾 亘会長 
  YMCA 報告         谷川 尚連絡主事 
  閉会点鐘          長尾 亘会長 

  
 

 

１０ 

月 

実 

績 



宝塚ワイズメンズクラブ・ブリテン 2012 年 11 月号 

 

 

- 2 - 

 

 

 

 １０月１０日（水）、１８時３０分から宝塚

ホテル・ゴールドの間で１０月第１例会がおこ

なわれました。出席はメン１９名、メネット４

名、コメット１名、ゲスト１１名、計３５名 

 長尾会長が開会挨拶に初めて例会に来られ

た若いゲストの人達に、ワイズソングを歌う事

や YMCA をサポートーする団体で例会の中でお

祈り

があ

る事

の説

明を

して

開会

点鐘

をし

ました。ワイズソング斉唱、聖書朗読、祈祷、

ゲスト・スピーカーの紹介と進み会食にはいり

ました。 

 １０月例会のスピーカーは多胡ワイズのパ

ートナーの大阪市立大名誉教授の進氏で 

「街…宝塚、パリ、スタンバンゲルー都市計画

の分野から見て」の表題でパソコン（写真）を

使ってのお話しでした。 

 ノルウェーの民家の屋根には綺麗な花や木

を置いて冷暖房の自然調整をする所がありま

す。また捕れる魚が直ぐに北欧へ行くとか、今

回滞在されたフランスでは合理性が考えられ

る四方八方に広がるループ形で信号の無い交

差点（最近は信号が出来ている）市街地も昔か

ら緑を大切に綺麗な町並みが作られていると、

スライドを映して説明がありました。他にオペ

ラ座、美術館、エッフェル塔等などまさに観光

気分になりました。本当に美しい画面でした。

お話しを聴いて、日本の都市計画が非常に貧弱

だという印象を持ちました。ヨーロッパでは歴

史的に見ても新しい街を造るに際しては公園

など、そこに住む人々が憩える場所を同時に造

ることが当然の事ときいている。というご指摘

に特に感銘をうけました。 

 後半は誕生祝い、会長報告、各委員の報告、

特に DBCを計画しています。岩国クラブ１泊例

会（１１月１０日〜１１日）の案内と恒例の宝

塚市民クリスマスキャロルの説明がありまし

た。                                            

             （水谷 恭子） 

 

 

     10 月第 2 例会報告 

 

 10 月 17 日(水)18 時 30 分、ハッピーハウスに

おいて第 2 例会が行われた。 

出席者：長尾会長、多胡、吉田、堀江、山﨑、

石田、青柳、今田メネット、谷川主事、若林 計

10 名。 

１．長尾会長から報告 

 辻建ワイズの 80 歳祝賀会が 10 月 7 日

夕刻より、周防大島のアロハ・オレン

ジ・ペンションにて開催され、長尾・

堀江・若林ﾜｲｽﾞが出席した。 

 女性陣による新しい取り組み「ネクタ

イを使ったネックレス作り」が始まり、

10 月２日、今田宅にて作業会が行われ

た。 

２．11 月 10 日 18 時 30 分〜11 日、岩国クラブ・

岩国みなみクラブ合同主催のお泊まり例

会(周防大島アロハ・オレンジにて)への参

加者を確認した。長尾・小島・石田ワイズ

に大阪 YMCA 元館長が参加の予定。 

３．チャリテイーランの参加メンバー・出店内

容の確認と役割分担が協議された。9 名が

参加の予定。 

４．今後の例会運営・ゲストについて協議 

11 月 ゲストスピーカーに朝野氏(元毎日

新聞編集局長・宝塚大学教授)を迎える。 

12 月以降に予定のゲスト。 

12 月 クリスマス例会、説教 辻先生。1

月会員による初夢を語る。2 月 EMC 自己診

2012年10月第1例会 
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断。3 月阪神自立の家施設長 石田英子氏。

それぞれに打診をする。 

５．創立 25周年記念事業のちらし(案)に基づき

意見交換。記載内容を整理し第 2 案の作成

を依頼する。 

６．ブリテン 11 月号の寄稿担当・編集日程が確

認された。発送は 10 月 31 日。 

７．その他 

 例会にお見えのゲスト対応方法を協

議。ゲストの出迎え・見送りは交流委

員が、ゲスト紹介は従来の会長に代わ

って招待したワイズが担当する。 

 ロールバックマラリヤ(RBM)献金への

対応として地域奉仕委員が促進する

ことを確認した。 

（若林） 

 

 

 

 

 

 

 1932 年 10 月 1 日生まれの辻先生は 80 才を迎

えられ、10 月 7 日今お住いの山口県周防大島で

傘寿をお祝いするパーティが開かれました。大

島教会、岩国ワイズメンズクラブ他の方々が準

備をされ、文字通り老、若、男女の方々およそ

40 人が「周防大島ペンション・アロハオレンジ」

に集まり、和やかに楽しいひと時を過ごしまし

た。宝塚クラブからは長尾、若林、堀江が出席

しました。 

 傘

寿は

傘の

字が

八十

とみ

える

こと

から

言われるのでしょうが、当日壁面に大きく書か

れた傘の字は教会の大きな屋根、或いは親鳥が

翼を拡げて雛鳥を守る姿の中に人、人、人が十

字架に支えられている様子を示しているよう

に見え、まさしく辻先生の傘寿をお祝いするた

めの字のように思いました。 

 パーティは村田牧師の司会、挨拶で始まり、

皆様の思い出の話、桝田牧師夫妻のデュエット

などあり、わがクラブからは若林さんが「ほこ

を収めて」をソロで歌われました。また「アロ

ハ大島フラハーツ」の 4 人の子供たちのフラが

会を一層盛り上げてくれました。 

 辻先生の短くはない感謝のご挨拶のあと、ご

長男の辻学先生の閉会の挨拶で初日は終わり

ました。 

 翌日は大島の野口様のご案内、運転で大島を

一巡、帰路大島教会、同じ敷地内の辻先生の新

しいお住いにお寄りして帰りました。 

 大島は 50 年前釣りに出かけた記憶があり、

私の頭の中には、いささか不便で、漁村とミカ

ン山の島との印象が残っていましたが、今や、

列車の便もよく、道は整備され、人口も多く、

立派なペンションもあり、以前からの海、山、

空はそのまま美しく、辻先生は卒寿、白寿でも

きっとお元気でしょうが、そこまで待たずに是

非近いうちにお訪ねになることをお奨めしま

す。 

（堀江裕一） 

 

 

 

 

 

 

参加者、多胡、青柳、三品メン 

    福田（素）、森田、今西、今田メネット 

特別参加、長尾、今田メン 

 

 10 月 2 日今田宅で、ちょっとオシャレで素敵

なネックレスを森田紀子メネットの指導で作

りました。古いネクタイをほどいてひもを作り、

それにとんぼ玉や発砲スチロールのボールを

辻先生傘寿お祝い会 

メネットと女性メンの集い 

（ネクタイネックレス作り） 
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あしらうのですが、とても楽しく作ることが出

来ました。男性の長尾、今田メンの慣れない手

つきでネクタイの解体に参加されました。沢山

届けられた故今西メンのネクタイを触り乍ら

思いをはせたり、わが夫の不用になったネクタ

イのリフォ

ームに満足

したり、作

る過程にも

気持ちがこ

もりました。 

 昼食は多

胡メン作の

パリ土産の「クスクス」のサラダや福田メネッ

トのパン、今田メネットなどの持ち寄りで、デ

ザートはマリーアンジュ(メンバーのお店)の季

節限定の栗パイまであって満腹でした。 

 そのうちに、宝塚ホテルの例会には女性群が

皆ユニホームのように、ネクタイを首に巻いて

出席することでしょう。 

今田和子（メネット） 

 

 

 

 

１．瀬戸山陰部部会 

 8 月 25 日から始まった西日本区部会は 10 月

に 2 つを残すのみとなりました。 

 まず 1

つは、 10

月 8 日

( 月・祝 )

の瀬戸山

陰部です。

場所は米

子ＹＭＣＡ医療福祉専門学校でした。雲一つな

い空と中海の美しさが印象的でした。13 時から

竹井幸義ワイズの総合司会により部会と米子

ワイズメンズクラブ 15 周年記念会が始まりま

した。場所は、階段教室です。誰もが経験のあ

る階段教室授業を思い出す懐かしい風景でし

た。野坂康夫米子市長、上久保昭二広島 YMCA

総主事、成瀬晃三西日本区理事ら来賓のご挨拶

のあと、エルマークロウ賞(顕著な働きをした部

長に与えられる国際賞)伝達がありました。受賞

者は、森紘一六甲部直前部長(神戸学園都市)。9

月 8 日の六甲部部会には間に合わず、１か月遅

れの伝達となりました。 

 記念講演・「福島原発事故の知られざる実態」

は安来市立病院・乗本業文先生を講師に迎え驚

きの連続の原発事故に関する講演でした。子供

たち、若者たちの未来を考えると私達は何をす

べきか、大変難しい提案です。 

 前日、米子クラブと神戸クラブの DBC 交流

会が皆生温泉で持たれ両クラブ以外のワイズ

も参加し盛大であったとの事。 

 

２．九州部部会 

 最後の部会は壮大な阿蘇の山並みの側、阿蘇

YMCA で開かれた九州部部会です。台風が心配

された 10 月 20 日(土)、神様は素晴らしい青空

と太陽を与えてくださいました。盛りだくさん

のプログラムとなったこの日は、13:30 からの

部会前に評議会があり、開会点鐘後は部会、分

科会、阿蘇ワイズメンズクラブ 5 周年記念懇親

会、そしてフェローシップアワーと続き、「阿

蘇 YMCA を楽しむ完全版」の一日だったので

は、と思います。参加者は 109 名でした。 

 そしてこの分科会の中で、京都 ZERO ワイズ

メンズクラブと阿蘇ワイズメンズクラブの

DBC 締結式がメインホールで行われました。 

3 年前、京都

ZEROクラブが

誕生する直前

に、この阿蘇

YMCA で出会

った親クラブ

の京都トゥー

ビークラブと阿蘇クラブが、将来 DBC として

仲良く交流しましょう、との約束が実を結んだ

とのお話でした。初めての共同作業は、暖炉に

火を入れる事。そして、赤々と燃える火の側で

交流事業便り 



宝塚ワイズメンズクラブ・ブリテン 2012 年 11 月号 

 

 

- 5 - 

シャンペンで乾杯！ 

 阿蘇の山々に陽が陰り出した頃、素晴らしい

パフォーマンスがありました。阿蘇赤水保育園

の年中さん、年長さんの園児たち 40 名の太鼓

演奏です。4 曲全て暗譜で心を合わせてリズム

が狂う事なく真剣な演奏に、涙をふく優しいワ

イズの姿があちこちにありました。つい、お孫

ちゃんの姿が重なったのです。九州部のみなさ

ん、熊本クラブのみなさん、部会最後を感動で

締めくくって頂いてありがとうございました。 

 9 部会、全部に参加出来たことは大きな感謝

です。どの部も個性的で主張があり、部外の仲

間に対してのおもてなしの心が感じられまし

た。そしてどこ

へ行っても学び

がありました。 

「交流こそワイ

ズ の 楽 し

さ」・・・・部会

報告は西日本区

ホームページ、交流事業通信にたくさんの写真

と共にご紹介していますのでご覧ください。 

（交流事業主任 石田由美子） 

 

 

 

 

 

 10月 13日(土)午前 9時 好天のなかジャガイ

モのストックヤードにご協力頂いてる大林様

宅に、400 ケースが無事到着し、ワイズメン有

志と強力な助っ人であるリーダーの皆さんに

より搬入が完了しました。お疲れ様でした。そ

の後、販売も皆様のご尽力によりほぼ順調に推

移してます。尚、販売代金未了の方は第一例会

でお支払い頂きます様お願い致します。 

ジャガイモ事業委員会 福田 

 

 

 

 

【今月のみ言葉】 

辻 建 牧師 

  皆さまは親しい同伴者をどんな呼称で呼ん

でおられるでしょうか？ (夫)「○○さん」「○

○」「きみ」「お〜い」(妻)「○○さん」「あなた」

「ね〜え」。では、神さまにお祈りするときは？ 

「全能の父なる神さま」「天にいます神さま」

「恵み深い神さま」イエスご自身は、神さまに

「アバ」と呼びかけられました。それは幼な子

が父親に語りかける親しい呼びかけ、「おとう

ちゃん」というほどの意味合いをもっていまし

た。遠く離れた厳粛な神さまではなく、身近に、

生活のすぐそこにおられる方として神さまを

わたしたちのそばに引き寄せられたのです。私

たちの欠乏を受け入れる方として。わたしは姪

のふたりの孫たちとすぐ側で生活しています。

学校帰りや親の留守の折には、かならず姿を見

せて、平気でテレビのチャンネルを変えたり、

冷蔵庫を空けてなにやら物色しています。かれ

らは，本来ならば「おおじいちゃん」とか「ひ

いじいちゃん」とかわたしを呼ぶべきはずです。

ところがかれらは平然と「けんちゃ〜ん」と呼

びかけてきます。 

 

 

 

 

 

 

１、保育園の運動会、開催 

去る 13 日(土)、西宮 YMCA 保育園と西宮

つとがわ YMCA 保育園の合同運動会が西

宮市の香風高等学校のグラウンドで開催

されました。たくさんの笑顔に出会え、改

めて仲間が増えた喜びを感じた一日で

YMCA のめざすキリスト教保育の場も広

がりました。  

２、ワールド・チャレンジ 

去る 10 月 13 日(土)、世界の YMCA におい

YMCAだより  

ジャガイモ入荷完了 
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て「ワールド・チャレンジ」ギネスブック

に挑戦がなされました。これはバスケット

ボールが YMCA で誕生したことを知らし

めると同時に、世界中で多くの若者が

YMCA 運動に関わっていることをアピー

ルするために、「ユースのエンパワーメン

ト」を目的として行なわれた世界大のイベ

ントで 500 万人のユースがこれに参加する

ことを目標としています。最終の参加人数

は未発表ですが、インターネットやフェイ

スブック、ユーチューブなどでも配信され

ました。神戸 YMCA も西神南センターや

三宮ブランチのユースバスケットボール

でも動画、静止画での参加、また 13 日当

日は、西宮 YMCA 保育園児の玉入れ垂水

ウォークイベントの「ポケネット」という

スポーツも参加したこととして報告して

います。世界中で若者が一つの目標のため

に結集するのも、数は別として、面白い試

みでした。 

３、全国リーダー研修会、開催 

年に一度開催されている全国 YMCA リー

ダー研修会が、今年は 10 月 6 日(金)～8 日

(日)に、熊本県の阿蘇 YMCA において開催

され、神戸 YMCA からは 9 名のボランテ

ィアリーダーが参加しました。全体で約

100 名のボランティアリーダーが阿蘇に集

り、「初心」をテーマにリーダー活動を始

めた動機を振り返りながら、現在の活動を

見直す試みがなされたようです。寝食を共

にし、語り合い、歌い、ゲームやノウハウ

を交換した 3 日間は大変大きな刺激と学び

になったようで、それぞれのリーダー会に

戻って、その体験のシェアーがなされるこ

とだと思います。彼らの熊本派遣に際して

は、ワイズメンズクラブ皆様から大きな支

援があったこと、厚く感謝申し上げます。 

４、バザー・カーニバル、開催 

去る 10 月 21 日(日)、三宮会館において「国

際バザー」、西宮ブランチ及び西宮 YMCA

保育園において「西宮 YMCA カーニバル」

が同時に開催されました、西宮会館では、

保育園園児や卒園児、またサポートクラス

の卒業生なども多く見られ、若いボランテ

ィアリーダーの大きな呼び声も印象的で

した。ご支援に感謝します。 

５、今後の予定 

1) 第 15 回チャリティーラン 

日時：11 月 3 日(土・祝) 

場所：しあわせの村(神戸市北区山田町) 

2) 第 1 回 KOBE 中高生 Sweets コンテスト 

日時：11 月 11 日(日)午後 1:00～4:00 

場所：ユースプラザ KOBE・EAST 

3) 2012 年度 YWCA/YMCA 世界合同祈祷

週プログラム 

今年のテーマは「暴力に勝利はない―人

権と尊厳の尊重を目指して」 

11 月 12 日(月)7:00～8:30 朝祷会(場所：

神戸 YMCA) 

奨励者：ジョナサン・マッカリーさん(ア

ジア学院職員) 

11月13日(火)9:00～10:00 合同祈祷週礼

拝(場所：神戸 YWCA) 

奨励者：川喜田好恵さん(日本 DV 防止・

情報センター運営委員) 

11 月 13 日(火)10:30～12:00 YWCA 講演

会(場所：神戸 YWCA) 

テーマ：「暴力・虐待に苦しむ少女・女性

の隣人になるには」 

講師：川喜田好恵さん（同上） 

11 月 17 日(土)10:00～12:00  YMCA セ

ミナー(場所：神戸 YMCA) 

テーマ：「原発とバベルの塔の物語」 

講師：栗林輝夫さん（関西学院大学法学

部教授） 

4) 神戸 YMCA 国際協力募金街頭募金 

日時：12 月 9 日(日)午後 2:00～4:00 

場所：神戸元町大丸前 

谷川 尚(連絡主事) 

 

 

 


