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 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！ 
長尾ひろみ(６月１日)  若林成幸(６月３日) 

青柳美知子(６月５日) 

 在籍会員数           ２５名 

例会出席者数        197名 

うち会員数            23名 

出 席 率            92．０％  

メイクアップ(内数)      0名 

メネット             6名 

コメット・マゴメット3名、ゲスト・ビジター165名 

ＢＦポイント  5月            0円 

       累  計      42,261円 

にこにこＢＯＸ 5月           0円 

       累  計      27,000円 

物品販売累計         20,300円 

宝塚ワイズメンズクラブ  2013年 6月会報 第 297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：評価・計画 

 あなたがたもこのように働いて弱い者を助けるように、また、主イエス

御自身が『受けるよりは与える方が幸いである』と言われた言葉を思

い出すようにと、わたしはいつも身をもって示してきました。                          

使徒言行録20：35                

 

2013 年 6 月第 1 例会 

  日 時：2013年 6月 12 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  肇 
                加藤 光信 
  開会点鐘          長尾 亘会長 
  ワイズソング        全   員 
  聖 書           小嶋 星子 
  祈 祷           水谷 恭子 
  ゲスト・ビジター紹介    長尾 亘会長 
  会 食 
  お 話  1年間の活動報告 各委員長 
       タイワークキャンプの報告 
        吉川洋子(三田 YMCAユースリーダー) 
  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 

  
 

 

５ 

月 

実 

績 
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５月の例会は２５周年記念例会に成り第一部

は元宝塚クラブ

で現在岩国クラ

ブの辻建牧師の

お話しから始ま

りました。ご来

賓として宝塚市

市長中川智子様、

神戸ＹＭＣＡ総主事水野雄二様、西日本区理事

代理、次期理事高瀬稔彦様から祝辞を頂きまし

た。そして、宝塚クラブ２５周年記念例会を楽

しみにしていただいていた故成瀬晃三理事も

写真で参加して下

さいました。遠く

はＩＢＣのデンマ

ークから３名で総

数１９７名のご出

席をいただき感謝

いたします。 

 第二部の記念講演は細川佳代子様から年齢、

性別、障害の差別が無く普通に働き、暮らすこ

との出来る様に

包み込む（イン

クルージョン）

社会の話で、そ

の一つであるス

ペシャルオリン

ピックスのお話

を中心に感動ある話を聞きました。 

 第三部は祝会で歓談の中、宝塚クラブ２５周

年の歩みをＤＶＤで紹介しました。また宝塚ク

ラブと言えば「フラ」でアトラクションがあり、

宝塚クラブのカラーの出た２５周年記念例会

が出来ました。 

実は第四部がありました。ポップンキッズ（ハ

ンディキャップを持つ子供と親子のトーンベ

ル）の「天使の音楽」で感動あるミニコンサー

トでした。４年前か

らの市民クリスマ

スキャロルの夕べ

の主役の一つです。

これからも記念講

演の主題で有った

「インクルージョ

ンの社会」を頭にいれて、宝塚クラブの活動を

全員で力を合わせ３０周年に向かい踏み出し

たいとおもいます。 

      会長  長尾 亘 

 

     5 月第 2 例会報告 

 

 ５月第二例会で 5 月例会運営について話し合  

 われ 5 月２５日に２５周年記念例会があるの 

 で 5 月８日（水）を準備例会、5 月 15 日（水） 

 を最終確認例会とした。 

○ 5 月 8 日（水）１８時３０分から準備例会を 

ハッピーハウスでおこないました。 

  多胡、石田、福田（宏）青柳、福田（素） 

   長尾、吉田、若林、堀江、山崎、三品、 

    森田メネット、今田メネット、谷川主事 

   １、２５周年記念例会登録状況 

   ２、準備報告 

   ３、ホテルとの打合せ日程 

   ４、デンマークギブクラブ来日スケジュー 

        ルの確認 

○ 5 月 15 日（水）１８時３０分から準備例会 

をハッピーハウスでおこないました。 

  多胡、石田、福田（宏）青柳、福田（素）           

   長尾、吉田、若林、堀江、山崎、三品、 

   森田メネット、今田メネット、谷川主事、 

  西宮 YMCA スタッフとリーダー 

１、６月 1 日（土）バザーの打合せ、役務

確認、 

  ２、デンマークギブクラブ来日スケジュー 

    ルの発表 

２、６月例会確認、1 年間の活動評価、タ

設立25周年記念例会 
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イワークキャンプの報告 

                  

 審議事項 

  2013年～2014年クラブ役員の承認 

  役員全員一致で承認された。 

 

(役職) (氏名) 

会長 石田由美子 

副会長 杉谷和代、福田宏子 

書記 若林成幸 

会計 吉田 明(長)、堀江裕一 

直前会長 長尾 亘 

連絡主事 谷川 尚 

会計監査 今田 稔 

  

                （若林） 

 

 

 

 

 

 

 「交流こそワイズの楽しさ」をテーマにスタ

ートした交流事業主任のお役目は６月 22 日～

23 日の西日本区大会で次期主任・上村眞智子ワ

イズ（熊本ジェーンズ）に引き継ぐことになり

ます。今日までの日々、たくさんのことが起こ

りました。 

 想定外によかったことは、経験不足、知識不

足にもかかわらず何とか進んで来られたこと。

助けて下さったワイズの方々、数多く。 

想定外に悔しいことは、成瀬晃三理事に名古屋

大会で「ありがとうございました」と言えない

ことです。 

 そう言う中で多くの学びがありました。交流

の形は、各部、各クラブで様々に違っています

が、それぞれにワイズの特典「交流」を有意義

にしょうと言う思いが伝わります。 

こんな報告を受けています。 

１．頻繁に近隣クラブと合同例会を持っている 

２．韓国、台湾、香港など近距離でＩＢＣパー

トナーを持っているクラブは活発な交流を続

けている 

３．初めて他クラブを訪問し、交流の楽しさを

実感したと感想を聞いている 

４．DBC、IBC のパートナーを積極的に探して

いるので手伝ってほしいと言う要望が数件あ

り等々です。 

 6 月 8 日、岩手県花巻温泉で開かれる東日本

区大会で、金沢クラブ＆仙台広瀬川クラブがブ

ラザーの締結をします。 

そして、6 月 22 日、名古屋大会では、3 組の

DBC が誕生します。名古屋グランパスクラブ＆

京都東稜クラブ、京都クラブ＆東日本区・三島

クラブ、岩国クラブ＆宝塚クラブです。 

楽しい交流を継続しているクラブをお手本に

私達、宝塚クラブもワイズライフを楽しんでい

きましょう！ 

      （交流事業主任 石田由美子） 

 

  

【今月のみ言葉】 

辻 建 牧師 

  これはパウロが残している数少ない主イエス

の言葉の一つです。イエスの言葉をそのまま用

いることの少なかったパウロが引用している

のは、彼の最後の旅行でエフェソの長老たちに

語った別れの説教においてでした。 

  人にはどんな状況のなかでも他に「与える」

ものを持っている。それを与えることが出来る

ときに人は自分の存在に満足することが出来

る。なんでも取り込もうとするのではなく、い

つも何かを与え続けようとする心をもち続け

なさい。それが「幸い」をもたらす。 

それがわたしの生涯持ち続けた思いでした、と

彼は自分の生涯を回顧して語ります。そうです。

私たちはどんな状況のもとにおいても、いつも

「与える」ものを持ち、与えることによって人

生の「幸い」を味わうことが出来るのです。 

交流事業便り 
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１）創立記念日礼拝、開催 

 今年は神戸 YMCA 創立 127 周年の年で

すが、その創立された日である 5月 8日(水)

に創立記念日礼拝を開催しました。今年は

関西学院大学宗教主事である山本俊正先

生(神戸 YMCA 国際委員)に「神の呼びかけ

に応える YMCA」と題してメッセージをい

ただきました。私たちはいつも神からの呼

びかけを受けていて、その呼びかけに応え

る責任(responsibility)がある。かつて多く

の先人がその呼びかけ(声)を聴き、決断し、

働いてきたのが 127 年の歴史ではないか。

神の声を聴いた時、常識を超えたビジョン

が与えられるというお話でした。記念日と

いうのはその意味において、原点を振り返

る良いタイミングだと思わされました。 

２）第 28 回チャリティーゴルフ大会、開催 

 会員活動委員会が主催するチャリティ

ーゴルフ大会が、去る 5 月 15 日(水)に三田

市の千刈カンツリー倶楽部を会場に開催

され、48 名が参加してくださいました。絶

好のゴルフ日和で、紫外線はきつかったも

のの木陰では涼しい風が吹き、気持ちの良

い一日でした。これは青少年指導者養成基

金のためのチャリティですが、同時に子ど

も奨学金、また東日本大震災への募金とし

ても活用され、第 1 回からの通算では 600

万円を越す募金が寄せられ、今回の分が加

えられることとなります。神戸 YMCA 会

員以外の方も多く、楽しい一日を過ごして

いただきました。 

３）西宮ワイズメンズクラブ 65周年記念例会、

開催 

 去る 5 月 18 日(土)に、ルーテル西宮教会

及び西宮 YMCA を会場に、西宮ワイズメ

ンズクラブ 65 周年の記念礼拝及び記念例

会が行なわれました。神戸 YMCA を支え

てくださる 8 つのワイズの内、神戸クラブ

に次いで歴史の古いワイズです。戦後すぐ

の昭和 23 年に有志で創立された西宮

YMCA(神戸 YMCA のブランチではありま

せん。)と表裏一体の存在として、西宮クラ

ブは創立されました。以来、65 年の歴史を

重ねられたわけですが、その間、YMCA が

存在したのは短く、1976 年の西宮ブランチ

開設までワイズだけの存在として細々と

活動してこられました。1976 年からはブラ

ンチと共に、そしてブランチを支える存在

として今も活動を続けておられます。特に

ボランティアリーダーOBOG が多いクラ

ブです。 

４）ボランティアリーダー委嘱式、開催 

 去る 5 月 19 日(日)に、ボランティアリー

ダートレーニングと今年度の委嘱式が開

催され、多くののリーダー、ディレクター

が参加しました。開会礼拝では、私が「地

の塩、世の光」について奨励をさせていた

だき、その後、ゲストの森本崇資さんから

「ボランティア」についての講演があり、

午後はそれを受けてグループワークがな

されました。第 30 回タイワークキャンプ

の報告の後、私から各リーダー会代表の

方々に委嘱状をお渡しし、記念撮影をもっ

て終了しました。多くの若いリーダーの皆

さんが神様からの仕事を委ねられ、地の塩、

世の光として働いてくださることを神戸

YMCA の宝とし、誇りに思いたいと思いま

す。 

５）今年度チャリティーラン、始動 

 さる 5 月 20 日(月)に、第 1 回のチャリテ

ィーラン実行委員会が開催され、今年度の

進め方について協議されました。今年は 11

月 4 日(月)に開催されますが、今から準備

を進め、多くの参加者を得て、障がいを持

った子どもたちが一人でも多くキャンプ

に参加できるように、皆で盛りあげていき

たいと思っています。今年も実行委員長に

は神戸ポートワイズメンズクラブの大野

YMCAだより  
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勉さん、委員には三宮ブランチ会員の山本

光央さん、カレッジの濱瀬真知子さんが。

また次回実行委員長として神戸ワイズメ

ンズクラブの美崎晋さんが加わってくだ

さいます。皆さんのご支援をどうぞどうぞ

よろしくお願いいたします。 

６）今後の予定 

① 韓国・仁川 YMCA コンサート(東日本

大震災復興支援チャリティイベント) 

 この 10 数年、交流を続けている韓

国の仁川(インチョン)YMCA の青少年

が来日し、東日本大震災復興支援のた

めにコンサートを開催くださること

になりました。是非、お出かけくださ

い。 

日時：6 月 8 日(土)午後 2:00～3:30 

場所：神戸 YMCA チャペル 

出演：仁川 YMCA ヨーデル団、青少

年アンサンブル  神戸龍谷高等学

校筝曲部 

入場料：無料(募金をお願いいたしま

す。) 

② 第 31 回午餐会 

 国際港湾都市として発展してきた

神戸には多くの外国人が違った宗教

をもってコミュニティを形成してき

ました。その歴史を辿りながら異なっ

た宗教が共存してきた街、神戸につい

て学びます。是非、ご参加ください。 

日時：7 月 6 日(土)正午～午後 2:00 

場所：神戸 YMCA 4 階 会議室 

テーマ：「ミナト神戸の宗教とコミュ

ニティ」 

講師：徐亦猛(ジョ・イモン)さん 

会費：1,500 円(昼食代含む) 

 

 

谷川 尚(連絡主事) 

 

 

 

 

    ２５周年記念例会アルバム 

 第一部式典、 

   

 

 

 

 

 

 

 第二部記念講演 

 

 

 

 

 

 

 

第三部祝会 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

第四部ミニコンサート 
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番外編 

 

         ギブクラブよりの祝辞 

 

                    Give Club, Denmark 

            Jorgen Ravn 

 

 ギブ・ワイズメンズクラブを代表致しまして、宝塚クラブ 25 周年記念例会にお招き下さいましたこ

と、心より感謝申し上げます。 

 私どもは宝塚クラブが設立され、1988 年京都国際大会に参加した際、青柳家に滞在して以来存じ上

げていますし、後に兄弟クラブになりよい一層親交を深めてまいりました。1988 年以来、私たちはお

互いに国際大会で再会し、昨夏ノルウェーのスタンバンガーでの再会はまだ記憶に新しい所です。よ

り多くの私どものメンバーが、今日の佳き日を共にお祝いに駆けつけたかったのですが、残念ながら

仕事のため、2 週間の休みが取れず参加出来ませんでした。「よろしく・・」と申しております。私自

身素晴らしい日本を大いに楽しんでいます。今回が 4 度目の訪問となりました。貴クラブの方々の親

切で手厚いもてなしは筆舌に尽くし難く、私自身積極的に日本の宣伝をしてまいりました。 

 ワイズメンであるということは、社会的、文化的、経済的等に窮し、また飢えに苦しみ、家族を養

えない人々に手を差し伸べる機会が数多く与えられたりもします。勿論国内外を問わず、素晴らしい

関係をも作り出すことができます。 

 この日をとても楽しみにしていました。わがクラブを代表いたしまして、貴クラブの今後のご発展

をお祈り申し上げます。 

 

                        

 

 

    宝塚出身ワイズメンよりの祝辞 

       国際書記長  西村隆夫 

 

 宝塚クラブ２５周年おめでとうございます。 

宝塚で育ち、ながくカブスカウトからリーダーまでボーイスカウトで育った思いでの地です。 

ワイズが出来る前の昔の宝塚ＹＭＣＡも良く覚えています。当時のスカウトの後輩の岡野さんも宝塚

で来期はアジア会長を務めていただきますので嬉 しい限りです。宝塚クラブはやはり個性的でタレン

トをもった凄いメンバーの集まりのクラブといえますね。特にアジア会長を務め、ＹＭＣＡ世界同盟

委員もつ とめていただいている長尾ひろみさん、神戸、日本同盟はもちろん、アジア太平洋同盟でも

活躍していただいた武田寿子さん、また横浜国際大会でマーシャルで 活躍いただいた石田ゆみさん

等々、また長尾亘さん筆頭にそれらの女性軍をささえる素晴らしい男性メンバー軍のチームワークが

クラブの発展を実現されている のだと思います。本当に出身地でのワイズが見事な活動をされている

事を誇りに思います。つぎの世代のクラブも目標にいれていただき、子クラブとともに ２０２２年の

ワイズ１００周年を共に祝いたいですね。 
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