
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、Ｅ Ｍ Ｃ 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！ 
福田素子（３月２日） 吉田明（３月４日）  

加藤光信（３月１２日) 

 在籍会員数           ２５名 

例会出席者数         ２０名 

うち会員数            １４名 

出 席 率            ６０．０％  

メイクアップ(内数)      １名 

メネット             ２名 

コメット・マゴメット0名、ゲスト・ビジター４名 

ＢＦポイント  2月       4,180円 

       累  計      36,661円 

にこにこＢＯＸ 2月      4,000円 

       累  計      24,000円 

物品販売累計         12,300円 

宝塚ワイズメンズクラブ  2013年 3月会報 第 294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：EF(寄付による資金事業)・JWF 

わたしたちに負債のある者を皆ゆるしますから、わたしたちの罪をも

おゆるしください。 

ルカによる福音書11：4 

2013 年 3 月第 1 例会 

  日 時：2013年 3月 13 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    鯖尻 佳子 
                小嶋 星子 
  開会点鐘          長尾 亘会長 
  ワイズソング        全   員 
  聖 書           谷川  尚 
  祈 祷           石田由美子 
  ゲスト・ビジター紹介    長尾 亘会長 
  ゲストスピーカー 
         はんしん自立の家 施設長 
                石田英子氏 
     「はんしん自立の家」の働き 
       〜地域の皆様と共に〜 
  会 食 
  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 

  
 

 

２ 

月 

実 

績 
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 2 月例会は自クラブを見直す例会になりまし

た。2 月 13 日 18:30 から宝塚ホテルにて開催、

長尾会長の開会点鐘でスタート、若林メンの司

会で進められました。 

 西日本区 EMC 事業 米村謙一主任(熊本むさ

しクラブ)をトレーナーに迎え、自クラブの長所

短所を見て、自分達でクラブの課題に気づく自

己診断プログラムを行いました。自己診断プロ

グラム表を事前にメンバーに記入していただき、

会場で米村主任が集計、診断結果を報告されま

した。 

 宝塚クラブの長所は例会の開催のあり方が良

い、必ず議事録を作成しメンバーに報告、会で

話し合いを行う雰囲気が出来ている等。一方短

所としてはクラブの将来を担う人材の育成が出

来ていない、若い会員が少ない、区や部への出

席者に支援が出来ていない等クラブの人材育成

が大きな課題としてあがりました。 

 

 そのあと各テーブル毎にディスカッションを

行い、グループの課題に対する取組みを発表致

しました。各グループからは例会に友人を誘う、

高齢化に対応若い人の入会を促進、YMCA の

OB の人達をターゲットに入会を進める。Y のプ

ログラムに積極参加、無料で例会に招待する

EMC ファンド基金を予算化する、入会されたメ

ンバーへのオリエンテーション・育成、メンバ

ーは会長・主査等を経験して外へ出る・知る等

色々な意見が発表されました。 

 最後に、米村主任からクラブが目標に対して

何の為にやるのか目的が不明瞭、目標は手段で

あっても目的ではない、宝塚クラブの目的は何

か、「何の為にやるのか？」目的を明確にするこ

とが重要ですと締め括りをされました。自クラ

ブを見直す良い勉強会になりました。 

 その他の報告として、タイワークキャンプへ

参加される吉川洋子リーダー(さんだ YMCA)か

ら自分を変え、自分を見つめ直す、自分に何が

できるか、何か出来ることを一つでも探す。参

加への意気込みを報告されました。 

 

 次に、岡野国際議員から西日本区ファンド事

業 BF・EF・JWF・TOF がどのように使われ

ているか説明され、又、新しいファンドとして

YES(Y’s Extension Support Fund)ファン

ドが新設、１/３が国際へ、２/３がアジア地域へ

ファンド資金が提供される等ファンド事業につ

いて説明されました。 

 

2013年2月第1例会 
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 通常の例会報告として、多胡メンから東日本

大震災支援の凧揚げイベント開催案内、山崎メ

ンから CS 献金のお願い、石田メンから京都グロ

ーバル２０周年記念例会の出席者確認・6 月の西

日本区大会への参加・8 月にマニラで開催される

アジア大会への参加案内、谷川主事から YMCA

報告があり、最後に長尾会長の閉会点鐘で TOF

月間の例会を終わりました。 

 例年 TOF 月間はカレーライスを食べていま

すが、宝塚クラブでは、ある理由からオムライ

スを頂きました。ああー美味しかった。 

山崎泰男 

 

 

 

 

     2 月第 2 例会報告 

 

 2 月 20 日(水)18：30 から 2 月第 2 例会がハ

ッピーハウスにて行われた。出席者は、長尾会

長、多胡、石田、福田ﾋ、堀江、山﨑、吉田、

若林各メン及び福田、今田メネットの 10 名。 

1. 3 月第 1 例会のゲストスピーカーにはんし

ん自立の家 施設長 石田英子氏を迎える

こと、及び当日の役割分担を確認した。 

2. ブリテン 3 月号の執筆者と編集・発送日程

を確認した。 

3. 六甲部評議会が 3/16(土)13 時から神戸

YMCA で行われることになり、議決権者 4

名(長尾、多胡、石田、堀江)を選んだ。 

4. 各担当者からの報告(詳細は別記) 

① NGO 展（3/9~10）掲示物・準備～終

了までの分担について(堀江) 

② チャリティーバザー (6/1)の準備会を

発足について(山﨑) 

③ 世界大会(8/1~4,マニラ)への参加申込

について(石田) 

(若林) 

 

 

 

 

 

 

  

 実行委員会を３回開催してプログラムなど

おおよそのことが下記のごとく決まりました。

ご報告します。 

日時 2013 年 5 月 25 日(土)10：30 

   (受付)11：00〜15：30 

場所 宝塚ホテル 

会費 9,000 円 

内容  

  第一部 記念式典 

司会  堀江メン   

礼拝説教  辻 建 牧師 

  第二部 記念講演会 

司会  石田メン   

講師  細川佳代子氏 

 (元スペシャルオリンピック理事長) 

  第三部 祝会 

司会   福田メネット、若林メン 

CD を作成し、パワーポイントで

クラブ紹介をする 

アトラクションとして岩国クラブ

の野口メンのお孫さん達４人と関

学のフラグループによるフラ 

 

チラシが 2 月末には出来上がります。チラシの

裏面に申し込み書を印刷します。 

3 月に入ってチラシを発送と同時に全員で手分

けして他クラブの例会を訪問して参加を依頼

することを申し合わせました。みなさまご都合

をつけてアピールのための他クラブ訪問をよ

ろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

宝塚ワイズ 25周年事行に関して報告 
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3 月 8 日(金) 

会場準備作業 

午後 14 時〜 多胡、 

石田、 

今田メ、 

若林、 

堀江 

９日(土) 

第 1 日目 

午前 10 時〜13 時 小嶋、 

多胡、 

堀江 

 午後 13 時〜16 時 小嶋、 

山崎、 

多胡、 

長尾、 

吉田 

10 日(日) 

第 2 日目 

午前 10 時〜13 時 三品、 

福田ハ、 

 午後 13 時〜16 時 三品、 

福田メ、 

堀江 

 

 

 

 

 

 

 宝塚 YMCA チャリティーバザーの日程が決

まりました。6月1日(土)11:00から14:00です。

場所は例年通り「カルチェヌーボ宝塚逆瀬川」

(旧アピア 3)です。今年は 25 周年記念例会が 5

月 25 日に開催されますので翌週の土曜日に決

定いたしました。メンバー・友人の方々のご協

力をよろしくお願いします。 

 バザーは蚤の市の商品集めとお楽しみ抽選

券用の協賛賞品集めが基本です。会員の皆さん

は商品集めに今から心がけてください。ウイス

キー・焼酎等アルコール、家庭用品、お歳暮等

贈答品、衣類等、バザーですので色々な物を集

めて販売しましょう。友達にもお願いして集め

てください。又、協賛頂ける会社、商店等も心

がけてください。 

 これから委員選任・チラシ・抽選券作成等順

次進めていきますのでよろしくお願いします。 

バザー委員長  山崎泰男 

 

 

【今月のみ言葉】 

辻 建 牧師 

  1 月の終わりに不整脈が連続して起こるので、

大島西南部の行きつけの橘病院にお願いして

検査入院させてもらいました。幸か不幸か、入

院中に一度不整脈が起こり、おかげで心電図を

撮ることが出来て、治療にもいい材料となりま

した。心臓や血管には異常がなく、良性？の不

整脈で、命の心配はないとのことでひとまず安

心して退院しました。原因は寒さか心因性のも

のだろうと言うことでした。心因性と言えば、

心当たりのあるのは現在進行中の教会のトイ

レ工事をめぐる教会での意見の不一致のこと

です。自分ではその間自分に投げかけられた不

信のことばを赦そうと思いながら、潜在的には

赦していない。それが不整脈を引き起こしてい

るらしいのです。主の祈りの 1 節を今月はあげ

てみました。この祈りは、主の祈りの中でもい

ちばん難しい祈りだと感じます。「こころから」

「潜在的にも」ひとを赦すことの難しさを思い

知らされます。 

 

 

 

 

 

 

最近心に残った身近な出来事 

 

 日本では年を重ねると｢もう歳だから・・・｣

とか｢加齢ですね｣と言われ年寄り扱いされる

ことが多くなります。私自身気持ちは若いはず

    誕生月 輪番シリーズ 

心に残る身近な出来事 

 

宝塚ＮＧＯ展担当割 

チャリティーバザー開催日決定 
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ですが、体に不調をきたすと｢もう歳なんだ｣と

がっくりすることがあります。そんな時私はお

ん歳 80 歳の年長の友人とおしゃべりしたりコ

ンサートに出かけたりします。先日も彼女と劇

場に出かけました。美意識の高い彼女のおしゃ

れ度に常日頃感心しているのですが、２時間あ

まりの公演中ずっと背筋をぴんと伸ばし、膝頭

もきちんとつけたままでした。まさにハンサム

ウーマンそのものです。 

 「素敵でいられる秘訣は？」と聞いて見ると

「何事にも興味を持つこと、外面も内面もきれ

いでいようと意識すること｣と答えが返ってき

ました。当たり前のことかもしれませんが忘れ

がちです。先輩のこの言葉を大事にして、これ

からは内面も外面もアンチエイジングで行き

たいと思っています。 

福田素子 

 

 

心に残った「天声人語」 

 

最近、私の周囲では、あまり「心に残る出来事」

には出会わないので、少し前のことですが「心

に残る新聞記事」を紹介します。 

 私は一昨年 11 月中旬、腸閉塞を患い 78 日間

の入院生活を送った。そして入院当日から手術

を挟んで 33 日間は絶飲食を強いられた。その

間の栄養補給は最新の医療技術により確保さ

れた。 

 しかし、「何か食べたい、飲みたい」と思う

のが人のツネ。いつも食べる事ばかり考えてい

た。「夢に見る／おはぎ、ぜんざい／豆大福」

という川柳が生まれた。そして絶食から解放さ

れ、入院生活も後半に入った昨年 1 月の或る日

朝日新聞「天声人語」を病床で読んで、私は嬉

しくなり、思わず手をたたきたくなった。それ

は、こんな記事でした。 

43 歳の晩夏だった。胃潰瘍を患う夏目漱石

は療養先の伊豆修繕寺でひどい吐血に見舞

われる。(中略)絶食中、病床の漱石は食べる

ことばかり夢想していたらしい。「夜は朝食

を思い、朝は昼飯食を思い、昼は夕飯食を思

う」と当時の日記にある。(後略) 

 大文豪と言えども食べることに関しては、

我々庶民と同じ感覚だったと分かると何か元

気が出て、その日から気分が良くなったのを覚

えている。心に残る「天声人語」でした。 

吉田  明 

 

 

この頃心に残ること 

 

 いまのごろは、新聞の訃報欄に目がとまる。 

 ギリシャの哲人の「私にとって死というもの

は存在しない。なぜなら死を考えている間、私

は必ず生きているし、私が死ねば、もはや私は

死を考えることも、見ることもできないのだか

ら」との言葉がある。筋は通っているようだが、

いささか詭弁の感じがする。この詭弁をもって

しても「老い」の恐怖を払いのける妙薬はない。

「老い」はゆっくりだが確実にやってくる。好

きなゴルフも、打球はお辞儀するし、落下点が

見えなかったり、耳は遠くなり、意欲も集中力

も低下してきている。 

 それがゆっくりと、なしくずしにやってくる

ため、肉体も頭脳も精神もつい、若々しい気持

ちになって「老い」の問題を意識的に避けて過

ごすようになっている。たぶん、これは愉快な

問題ではない、という理由か、愉快でないこと

は忘れる事が出来るという人間の能力のせい

もあるかもしれない。ところが、怪我等で入院

すると、今まで当たり前に動くと思っていたて

手足が当たり前でなくなって回復が遅い、自分

の「老い」を見ることも触れることで「老い」

を実感させられる。 

 人間万事塞翁が馬で、禍と福は交代でやって

くると言われるが、禍と福が同時進行で自分を

馬に乗せてどこかへ運んで行ってくれるのか。

これからの人生(余命)をやりたいことを有意義

に愉しみ、悠々自適とは至らなくても、日常生

活は悔いのない人生を送りたい。 

加藤 光信 
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 園庭で子どもたちが遊んでいる時間が朝夕

の陽が少しずつ高くなるのにあわせ、長くなっ

ているのに春の訪れを感じます。 

 神戸YMCAでは 2013年度は大きな変革のと

きを迎えようと準備をしています。YMCA にか

かわる、かかわろうとするすべての命が光り輝

くようにどうかお力添えをお願いいたします。 

 新年度には会員として青少年を中心とした

YMCA の働きへのお支えを賜りますようお願

いいたします。下記のようなプログラムも予定

していますので、皆様のご参加やご吹聴いただ

きますようにお願いします。 

 

１）西宮・宝塚 YMCA ユースリーダー感謝礼

拝 

YMCA の活動は多くのボランティア、特に

青少年活動はユースリーダーによって支

えられています。その 1 年間の働きに感謝

することと特に大学を卒業していくリー

ダーに感謝する時間を下記のように予定

いたします。ルーテル西宮教会市原牧師の

司式のもと礼拝を守ります。 

日程：3 月 13 日(水)10 時より 1 時間程度 

場所：ルーテル西宮教会(阪神香櫨園駅徒歩

3 分、西宮 YMCA より徒歩 5 分、夙川沿い) 

1 年間の働きへの感謝、卒業リーダーへの

感謝の礼拝(今年度は 21 名) 

２）西宮ワイズメンズクラブ共催ファミリー

プログラム 

今回は YMCA 会員のみならずひろく一般

の方にも「野外活動」を家族で体験してい

ただける機会を設けました。足に自信のあ

るメンも家族連れでご参加ください。 

日程：3 月 20 日(水・祝)8:30-15:00 ごろ(雨

天中止) 

集合・解散：阪急芦屋川駅集合、 

３）岡本保久良神社解散 

行き場所：芦屋ロックガーデン 

参加費：一人 500 円 

対象：親子で参加、親子ともに山道を単独

歩行(4 時間程度)できる方 

お申込みの方は西宮YMCA（0798-35-5987）

にお電話ください 

４）西宮 YMCA 野外活動 体験例会 

青少年の課外活動経験がその後人生を豊

かにしていると総務省の調査でも明らか

になりましたが、特に今日自然に触れる機

会が社会教育としても大切だと感じてい

ます。そんな中 100 年に及ぶ YMCA のキ

ャンプを毎月経験する「野外活動」の新年

度募集を行っています。その体験の機会を

設けましたのでぜひ広くご吹聴ください。 

対象：新年中〜新６年生(子どものみの参加

になります) 

日程：3 月 24 日(日)時間は集合場所により

ますが 9:00 ごろから 15:00 ごろ 

集合場所：JR 住吉駅・阪急夙川駅・阪急

西宮北口駅 

行き場所：甲山森林公園・北山公園・甲山 

参加費：1,500 円 

谷川 尚(連絡主事) 

 

2 月例会に！ 

米村 EMC 事業主任と岡野ファンド事業主任と

石田交流事業主任の三人が揃いました。 

 

YMCAだより  


