
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！ 

今田和子(12月 24日)  

 

 在籍会員数           24名 

例会出席者数         24名 

うち会員数           17名 

出 席 率           70.8％ 

メイクアップ(内数)   0名 

メネット        1名 

コメット・マゴメット0名、ゲスト・ビジター6名 

ＢＦポイント  11月      5,220円 

       累  計     26,960円 

にこにこＢＯＸ 11月      1,000 円 

       累  計     14,000 円 

物品販売累計           5,300 円 

宝塚ワイズメンズクラブ  2012 年 12 月会報 第 291 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 

 

  信仰と、希望と、愛。この三つは、いつまでも残る。そのなかで最も

大いなるものは愛である。 

コリントの信徒への第1の手紙13：13 

2012 年 12 月第 1 例会 

  日 時：2012年 12月 12 日(水)18:００ 受付 
  場 所：宝塚ホテル ゴールドの間 
  会 費：会員５,０００円、会員外５,０００円 
第１部 クリスマス礼拝 ドライバー 福田  肇 
                  三品ミチ子 
  前 奏・讃美歌       伴奏 今村雅子氏 
  聖 書             小島規似郎 
  祈 祷             吉田  明 
  奨 励  日本キリスト教団周防大島教会 
                  辻 建牧師 
  献 金   「地球市民育成プロジェクト」 
  讃美歌           伴奏 今村雅子氏 
     
第２部 祝  会        司会 山崎 泰男 
  開会点鐘・ワイズソング     長尾 亘会長 
  ゲスト・ビジター紹介       
  会 食・アトラクション 
  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 

 
 

 
 

 
 

 

十
一
月 

実 

績 
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 11 月 14 日(水)18 時 30 分より宝塚ホテルゴー

ルドの間にて 11 月第 1 例会が行われた。福田宏

子ドライバーの司会で進められ、長尾会長の開

会点鐘、全員のワイズソング、石田さんの祈祷、

山崎さんの聖書朗読、次いでゲストの紹介がな

された。会食懇談後各人の報告に移った。最初

に全国 YMCAリーダー研修会に参加した神戸 Y

のリーダー2名、長谷川君と矢吹さんの報告、全

国のリーダー達との交流を通じて多くのことを

学んだこと、神戸 Y の中、恵まれた環境で活動

出来ていることへの感謝の言葉があった。会長

からは岩国クラブを訪問したこと、DBC 締結へ

の準備を進めていること。若林さんから市民ク

リスマスキャロルの準備状況。福田肇さんから

じゃがいも完売のこと。山崎さんから地域奉仕、

環境事業主査としての報告。谷川さんから

YMCA 報告、チャリティラン、世界 YMYW 合

同祈祷週について説明があった。 

 今月のゲストスピーカーは宝塚大学教授、 

元毎日新聞編集局長の朝野富三氏。 

標題は「三畳小屋の伝言」。三畳小屋の住人は元

陸軍大将今村均氏。終戦時小学３年であった私

は「戦争を知らない子供たち」ではないがもち

ろん今村大将のことまでは知らない。後日種々

の読み物からの断片的な知識があるのみである。

今村大将が戦犯としての刑期を終えられた後、

1968 年 82 才で永眠されるまでの 14 年間をこの

小さな 3 畳一間の小屋で過ごされたこと、また

なんとその小屋が山梨県に現存しているなど全

く知らないことであった。朝野先生は長くそこ

に保管されていた今村大将自身が切り取り作成

されたスクラップブック 50冊を丹念に分類整理

されこの本「三畳小屋の伝言」(下記)を著された。

スクラップの中身は今村氏が生粋の軍人であっ

たにもかかわらず一番多かったのは教育に関す

る記事であったという。 

 今教育の現場に立っておられる朝野先生が大

いに共感されたのもその点からであったのでは

ないか。「極限状態の人間の在り方」「教育にお

ける宗教の大切さ」などを述べながらこれは今

村大将の伝言でありながら、朝野先生からの伝

言でもあるのではないか。もう少し詳しく知ろ

うと翌日紀伊国屋に注文し、昨日ようやく入手

した。一夜で読み終えたとこらだがお二人の思

いが渾然一体となって伝わってくるように思わ

れた。詳しく書いているスペースはない。ぜひ

ご一読をお奨めしたい。先生にはまたお越しい

ただくことをお待ちしましょう。長尾会長の閉

会点鐘で閉会した。      (堀江裕一) 

・ 朝野富三著 「三畳小屋の伝言」  

      新風書房 発行 1500円   

 

 

    今村雅子氏プロフィール 

神戸女学院大学音楽部ピアノ専攻卒業 

第４回ベーテンピアノコンクール全国大会第

１位、大阪国際音楽コンクール入選、ラーソ

ン・スエヒロ音楽奨励金を受けピアノ、オルガ

ン、そして宗教音楽は CQ.サリバン氏に師事、 

女声コーラス「塚口エコー」のピアニスト、伴

奏グループ「赤とんぼ」メンバーとして地域の

音楽の普及のために演奏活動をしています。 

 

 

 

 

2012年11月第1例会 
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     11 月第 2 例会報告 

 

 11 月第 2 例会は、11月 20 日 18 時 30 分から、

長尾会長・吉田・堀江・山崎・谷川主事・若林・

多胡・石田・福田宏子各メン計 9 名が出席して

行われた。 

１．長尾会長から次の報告があった。 

① YY フォーラムが‘13.1.12(土)に開催。

テーマは「『個性』の伝道師たちがや

ってくる」。各クラブから積極的に参

加を。 

② 11/10〜11 開催の岩国例会に長尾、小島、

石田メンが参加。DBCの締結を来年 5

月の 25 周年記念例会時に行うことで

合意。同クラブは鹿児島クラブと DBC

を組んでおり、宝塚・岩国・鹿児島は

トライアングルとなり来年の西日本

区大会(名古屋)で合同会合を持つこと

を計画する。 

２．12 月例会の運営を協議した。 

① 第 1 部クリスマス礼拝 辻建牧師を招

き説教をお願いする。席上献金は地球

市民育成プロジェクトに贈る。 

② 第 2 部アトラクションの細部は多胡メ

ンが調整する。 

③ 会費はメン・ゲストともに 5000 円とす

る。 

３．ブリテンの寄稿担当・作業日程等を確認し

た。原稿締切 11/24、発送 11/29 

４．その他の案件を協議 

① 次期‘13/14 年度役員について協議。 

‘14 年度に当クラブは六甲部長の順番

がくることや区の事業主任・委員会組

織の変更が予想されることなどを踏

まえての協議となった。結果、次期会

長/石田・書記/若林・会計/吉田を内定

した。 

② 今後の例会運営 

1 月初夢を語る(全員参加)、2 月 EMC

主任の米村謙一氏(熊本むさし)「(仮題)

クラブ評価について」を決定。3 月以

降に神戸 YMCA 理事長 武田寿子氏

から「YMCA とワイズのつながり」の

案が出た。 

③ 25 周年例会に、周防大島のキッズ・フ

ラ参加が決定。実行委員会を 12/19 17

時から行いプログラム・予算等を詰め

る。 

               (若林書記) 

 

  岩国クラブ一泊例会参加に対する 

           礼状が来ました。 

  小島ワイズ・長尾会長・石田ワイズ 

おはようございます。お泊り例会の参加ありがと

うございました。とても、楽しいひとときでした。 

みかん狩り・例会・礼拝 歴史のあるクラブ（宝

塚クラブ）から教わる事は、たくさんありました。 

今後のＤＢＣが楽しみになりました。 参加でき

なかった岩国クラブのメンバーには、私の方から

報告しておきます。 

今後ともよろしくおねがいいたします。                                        

        岩国クラブ会長 黒河浄二 

 

 

 

 

 11 月 3 日は恒例の神戸 YMCA チャリティラ

ンの開催日。第 15 回目になる。秋晴れの素晴ら

しい好天に恵まれしあわせの村に神戸 YMCA

に関わる多くのボランティア、ワイズ六甲部の

メンバー、チャリティランに出場の小学生、フ

2012 年チャリティランに参加して 
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ァミリー、などなど総勢約 2,000 人以上の人々

が集まった。 

 宝塚ワイズからは、長尾会長、マゴメット 2

人、堀江、石田、青柳、福田宏、今田メ、今西、

多胡、小仁(千葉クラブ)のメンバーが早朝 8 時

に宝塚ホテル前に集合 4 台の車に分乗して会場

入りをした。 

すでに会場では準備が始まっていて宝塚クラ

ブのお店の隣は三田ワイズ。とりの唐揚げなど

の揚げ物のにおいがぷんぷんと伝わってくる。

我々は例年のごとく、カップラーメンを 100人

分とおぜんざいを 100人分用意した。少し寒か

ったのと甘いものがなかったせいかおぜんざ

いは途切れることなく売れて早くに完売。カッ

プラーメンは不調。カップ売りの押し売りをし

て完売と云う状況だった。いずれにしろ他クラ

ブの売り上げにも協力、カレー、うどん、お餅、

唐揚げ、チジミそしてカップラーメン、おぜん

ざいと次々にお腹を満たす様子は食のゴウモ

ン？？？中央公園では小学生のランがはじま

っていて一生懸命に走る姿、それを応援してい

る親達。黄色い声援が飛び交っている。 

 グループランは宝塚からは 4 女婆(今田、青柳、

石田、多胡)がプアナミバイオレットの名で出場。

88 グループに混じって走った？歩いた？本部

前では写眞用のポーズをする余裕。35 位でゴー

ル。このグループランは出場者それぞれが衣装

にこりとても面白い。魔女の衣装、トランプの

衣装、フラの衣装をつけたちびさんグループは

超かわいい！昨晩は寝ずに手作りで作ったと

いうこった衣装をつけた家族、それらのコスチ

ュームをみるだけでも楽しい。 

 今年新しく加わったのが 100 分の一マラソン。

マラソンの距離の 100分の一の距離のタイムを

はかるもの。飛び入りか水野総主事やポートワ

イズの郡さんのマラソンに拍手喝采。 

 参加者全員それぞれの参加の仕方でチャリ

ティに貢献し恒例の YMCA、ワイズ協同の大イ

ベントが今年も秋晴れの空のもとで無事終え

ることが出来たことに感謝。 

(多胡葉子) 

 

 

 

 

 去る、11 月 17日(土)～18 日(日)、西日本区第

2 回役員会がホテルクライトン新大阪で開催さ

れました。 

重要な項目をご報告します。 

１．ワイズエンブレム変更の件 

国際協会からエンブレム変更がスタバン

ゲルでの国際議会で決定されました。 

各クラブは現在のエンブレムを引き続き

使用は出来ます。将来的には変更の方向に

持って行くのが望ましいとの事です。 

２．名称変更の件 

「 Y’s Men International 」から「 Y Club 

International」への名称変更について間もな

く国際投票が始まります。これも各クラブ

は引き続き現行の名称を使用可能です。現

在、西日本区で認めている名称は、「ワイ

ズメンズクラブ」、「ワイズウィーメンズク

ラブ」の 2 つで、承認後は「Ｙクラブ」が

追加され、選択肢が 3つになります。 

３．2015 年アジア区大会が西日本区で開催さ

れる可能性が出て来ました。 

次期アジア会長は、大阪土佐堀クラブ・岡

野泰和ワイズです。ホストにボランティア

する部は 2013年 1月 25日が締め切りです。 

 次は宝塚クラブ内での報告事項です。 

１．チャリティ市民コンサート「キャロルを歌

う夕べ」の翌日、12月 15 日(土)、成瀬晃三

交流事業便り 
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理事を囲んで朝食会を予定しています。詳

細は以下の通りです。 

日時：2012年 12 月 15日(土)、8:30AM 

会場：宝塚ワシントンホテル 

成瀬理事は前日のコンサートに参加され、

宝塚に 1 泊されます。多くのメンバーが朝

食会に出て楽しい懇談をしましょう！ 

２．六甲部主催・交流事業委員懇談会開催 

日時：2012 年 12 月 23日(日)、16:00〜17:30 

会場：ホテル竹園芦屋、1 階「ラ・ルー」 

費用：六甲部経費より 

岡山交流事業主査を中心に各部の交流事

業委員が報告、意見交換などを行います。

同時に、主任の石田が現在の西日本区の状

況を報告します。事業委員、会長の出席を

お願いします。終了後、芦屋クラブクリス

マス例会に出席、との流れになっています。 

３．IBC のプロポーザルが来ました。 

カナダ・Epsilon Y’s Men7s Club の Mr..Nick 

Kim より、宝塚クラブと IBC 締結をしたい

とのメールがありました。Kim 夫妻は、BF

代表として、今年 5 月から 6 月にかけ訪日

中、長浜大会の翌週、宝塚クラブ第 1 例会

に出席され交流のひと時を持ち、IBC を検

討されたようです。今後、メールや facebook

などを使って交流を重ねながら前向きに

考えます、とお返事しています。 

 (交流事業主任 石田由美子) 

 

 

 

本年度のジャガイモファンド会計について 

ジャガイモ 400 箱を販売し 269,260 円の純益が

あった（昨年は 193,961 円） 

 尚、本年度から十勝ワイズより購入となった

が、品質的にも良く大きなトラブルは無く、概

ね好評、又価格的にも安定していたので、総合

的に判断して結果は良かったと思う。 

 又、かぼちゃについては高値のため本年も取

扱いを止めた。 

 (吉田会計) 

【今月のみ言葉】 

辻 建 牧師 

  教会で結婚式を挙げられた方には、きっと心

に残る聖書の言葉だろうと思います。人が後に

残せるものはいろいろとあります。家、屋敷、

収集物、遺産の品々…しかし次の世代ともなれ

ば、ものだけが引き継がれて、過ぎ去った人の

印象は次第に薄れていきます。そうしたなかで、

残るものがあるとパウロは語りかけます。信仰、

希望、愛。そのなかでも最も大きなものが愛で

あると。神さまからお受けしているいっぱいの

愛に応えて、その愛を周囲に施しながら生きる。

愛をふり蒔きながら生きる。神さまから受けて

いる何千分の１、何万分の１にも当たりません

が、残された日々、少しでも愛を周囲の人たち

にふり蒔きながら生きよう。それがわたしの最

大の願いです。 

 アドベントおめでとうございます。    

 

    誕生日輪番シリーズ 

  心に残る身近な出来事 

 「思い出したこと」 

 １１月第一例会で朝野先生のお話しをきい

た後、戦中戦後の事を考えていたらふと思い出

した。 

 私がまだ民生児童委員をしていた頃、小学校

の先生方との懇談で給食の食べ残しが話題に

なった時「食料難の時代に育った私は今でもお

弁当箱のふたをとったらまずふたについた御

飯粒から食べる」と話したからすごく受けた。 

 そのあとの会食では「今田さん、これで合格

ですな」と若い教師がふたを見せに来た。 

 それから、年月のたったある時、幼稚園の教

諭になりたての孫が、お弁当の食べ方がまだ下

手な子供に「××ちゃん、こんなにご飯粒残し

たら、お米さん泣いているよ」と話すと綺麗に

さらえてくれると話していた。何嬉しかった。                        

          今田和子メネット 

ジャガイモ会計報告 
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１、第 15 回チャリティーラン、 

 開催去る 11月 3 日(祝・土)、恒例のチャ

リティーランが神戸しあわせの村で開催

され、ランナーは 769名、ボランティア、

スタッフ合わせて 2100 名を越す来場者が

ありました。例年のように、ワイズメンズ

クラブの皆さんやリーダー会の皆さん、こ

の催しに関わられた多くの方々に心から

感謝いたします。 

２、合同祈祷週を迎えて 

 去る 11 月 12 日(月)の神戸朝祷会におい

て、栃木県那須にあるアジア学院の職員で

あるジョナサン・マッカリーさんがアジア

学院の紹介を含めて共に生きることの実

践についてお話くだいました。また、13 日

(火)は、神戸 YWCA を会場に、神戸 YWCA

の皆さんと共に、川喜田好恵さん(日本 DV

防止・情報センター)から隣人として生きる

ことについてお話を伺いました。 

３、YMCA セミナー、開催 

 去る 11 月 17日(土)に、YMCA/YWCA 合

同祈祷週のプログラムの一環として、今年

度の YMCA セミナーが開催され、40 名ほ

どの方々が出席くださいました。 

４、2013年度年間聖句、募集！ 

 12 月 17 日(月)に開催する祈祷会で次年

度の年間聖句を決定したいと予定してい

ますが、皆さんからも年間聖句にふさわし

い聖句の提案を募集いたします。時に適っ

た聖書の箇所、あるいは気に入っている聖

句、いつも励みになっている箇所があれば、

ご紹介ください。皆さんが一年間、見上げ

る聖句を選びたいと思います。提案の有る

方は 12月 15日(土)までにお知らせくださ

い。 

 

 

５、今後の予定 

1) 新春 YY フォーラム 

日時：1 月 12日(土)午後 1:00〜5:00 

場所：神戸 YMCA チャペル 他 

テーマ：「『個性』の伝道師がやってくる」 

2) 予告、特別講演会「いのちの輝き」 

1 月 17 日は阪神・淡路大震災から 18

年目を迎え、また 3 月 11 日は東日本大

震災 3 年目を迎えます。この両大震災

の間の 2 月に「いのち」を考える特別

講演会を開催します。 

日時：2 月 16日(土) 

     正午〜午後 2:30(予定) 

場所：神戸 YMCA 4F サイコー亭 

講師：柏木哲夫氏(淀川キリスト教病院

名誉ホスピス長、金城学院大学学長) 

テーマ：「いのちの輝き」 

谷川 尚(連絡主事) 

 

【番外編】 

市民クリスマス「キャロルを歌う夕べ」 

宝塚市民クリスマスの役割分担を決めさせて

いただきます。よろしくお願い致します。 

12 月 14 日市民クリスマス役割分担 

役割 担当者 集合 

全般・ステマネ 堀江 17:00 

会計 吉田 15:00 

出演者の世話、打上会 福田宏、福田肇、 

多胡、石田 

17:00 

受付・募金・ 

プレゼント作り 

杉谷、青柳、福田素、三

品、多胡、今田 

17:30 

 

花束等預かり 鯖尻、若林弘 17:00 

写真 山崎 17:00 

掲示物・ドア係 谷川、ﾘｰﾀﾞｰ 17:00 

ポップンキッズ世話 長尾、 17:00 

司会 石田 16:30 

出演者(合唱) 多胡、小嶋、水谷、長尾、

若林、吉田 

15:00 

 

             (若林委員長) 

YMCAだより  


