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 役 員 

会 長 石田由美子   直前会長 長尾 亘 

副会長 杉谷和代、福田宏子 書記  若林成幸   

会 計 吉田 明、堀江裕一  

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   長尾 亘 

 

事  業 

委員長 

 

ＹＭＣＡサービス・ユース 長尾 亘 

地域奉仕・環境 山崎泰男  EMC 多胡葉子 

交 流 杉谷和代  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            ２７名 

うち会員数               １８名 

出 席 率              ７５.０％  

メイクアップ(内数)        ２名 

メネット             １名 

コメット・マゴメット 名、ゲスト・ビジター８名 

ＢＦポイント  １１月      4,985 円 

       累  計      19,837 円 

にこにこＢＯＸ １１月       1,000 円 

       累  計       8,000 円 

物品販売累計              4,000 円 

宝塚ワイズメンズクラブ  2013 年 12 月会報 第 303 号 

        主 題 ・ 標 語 

 国際会長(I P)        Poul V. Thomsen  (デンマーク) 

  主題： ”Go Ye Into All The World”  「全ての世界に出て行こう」 

  標語： “Extension, Extension,  Extension.” 

        「エクステンション、エクステンション、エクステンション」 

 アジア地域会長(AP)  岡野 泰和  (日本) 

  主題： “Start Future Now”  「未来を始めよう、今すぐに」 

  標語： “One Asia, One World”  「ひとつのアジア、世界はひとつ」 

 西日本区理事(RD) 高橋 稔彦 (岩国みなみ) 

  主題：「志をもって例会に参加し、学びの機会をもちましょう。」 

      “Attend club meetings with a clear motive to make the most of them.” 

  標語：「経験がワイズを育みます」 

      “Your experience makes you a good Y’s man.” 

 六甲部長     山田 滋己(神戸ボート) 

  主題：「さらなる交流 さらなる国際 さらに活発な六甲部へ」 

      《一つ一つの楽しい活動を原点にして》 

 宝塚クラブ会長  石田 由美子 

  主題：「交流こそワイズの楽しさ」 

今月のテーマ：EMC-E(会員の獲得強化) 

すると、「主よ、救われる者は少ないのでしょうか」と言う人がいた。イ

エスは一同に言われた。「狭い戸口から入るように努めなさい。言っ

ておくが、入ろうとしても入れない人が多のだ。」 

                   ルカによる福音書 13：22 

ルカ 13：33 
2 0 1 3 年 1 2 月 第 １ 例 会 

  日 時：２０１３年１2 月１１日（水）18：3０ 

  場 所：宝塚ホテル チャペル、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   青柳美知子 

               〃     福田 肇 

  聖 書                加藤 光信 

  祈 祷                武田 寿子 

  奨 励 日本キリスト教団、宝塚教会 佃 真人牧師 

  献 金 

  賛美歌         奏楽者    舩木 仁美さん 

第 2 部 祝  会    ドライバー    谷川 尚 

  開会点鐘             石田由美子会長 

  ワイズソング            全  員 

    ゲスト・ビジター紹介 

  会長報告・各事業委員会、YMCA 報告 

  会 食 

  アトラクション 

  誕生日のお祝い 

  閉会点鐘             石田由美子会長 

 

  11 

    

  月 

   

  実 

  

  績 
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１１月第一例会は１１月１３日（水）午後６時

３０分より宝塚ホテルで神戸ＹＭＣＡ総主事

水野雄二氏をゲストスピーカーに迎えて開催

された。参加者はメン、メネット 17 名、ゲス

ト・ビジター８名、計２５名。 

開会に先立ち先頃召天された小島規似郎メン

及び若林弘子メネットのお母様のために全員

で黙祷を捧げた。 

そして、石田会長の開会点鐘で開会、ワイズソ

ング、聖書朗読、祈祷、ゲスト・ビジター紹介

へと進み、これまでならば、ここで会食となる

が、今回から順序を変更し、会長・委員長報告、

ＹＭＣＡ報告を先に済ませて、会食に移った。

食事は珍しく日本料理「ミニ懐石」と呼ぶべき

か、我々高齢者にとっては胃にやさしく、概ね

好評でした。 

食事の後、

吉川洋子さ

ん（さんだ）、

高畑貴幸さ

ん（余島）

の二人のリ

ーダーによ

る全国ＹＭ

ＣＡリーダー研修会（１１月１２日～１４日、

京都）の報告が行われた。３日間のプログラム

で多くのことを学び、多くのものを得ることが

出来たことを素直に語ってくれた。 

今後、ＹＭＣＡのリーダーとして、又一人の人

間として大きく成長されることを祈りたい。 

 続いて、水野総主事のお話 

「これからのＹＭＣＡ」。初めに「世界のＹＭ

ＣＡの動き」として世界ＹＭＣＡ同盟が取込ん

でいる課題が取り上げられた。「眠れる巨人」 

 

と評されているＹＭＣＡをどう変えてゆくの

か、ＹＭＣＡのＤＮＡをどう伝えてゆくのか、

ＹＭＣＡに出会った人にどんな影響を与える

ことができるのか等を中心課題として、その具

体策が検討されている。 

 その中で神戸ＹＭＣＡは今年のテーマを「ユ

ースのエンパワーメント」と定め、多岐に亘る

プログラムを展開している。ユースの自律的な

活動に期待している。 

 次に三宮会館の再開発計画についての報告 

 現在進行中の計画として、阪神・岩屋駅近く

にウエルネスセンターを建設する、２０１４年

７月完成、９月オープン、ここに三宮の事務機

能、その他を移し、三宮会館の解体工事を行な

う。解体終了後跡地の約２分の１を売却、残っ

た２分の１の土地に新館を建設する。新館には、

高齢者施設も併設される。また高層階を貸し事

務所として収益事業を行う。以上が再開発計画

の概要であり全てが完了し、新館の竣工は２０

１６年８月の予定。「皆様それまでどうかお元

気で・・・」ということなので、明るい希望を

持って、この計画を見守ってゆきましょう。 

１１月第１例会報告 
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最後に誕生日のお祝いをして、８時２８分に会

長の点鐘をもって閉会した。 

この例会は石田会長の発案で設けられた「楽し

い例会実行委員会」が提案した例会の持ち方に

関するいくつかの改善策が初めて適用された

がその狙いが見事に的中し石田会長の「定刻主

義？」も実現した。次回からもこの調子で！！        

             吉田  明 

 

 

     11 月第 2 例会報告 

 

１１月２０日（水）１８時３０分からハッピー

ハウスにて行われ、石田会長、多胡、吉田、堀

江、長尾、若林各ﾒﾝ、今田ﾒﾈｯﾄが出席した。 

［議事要旨］ 

１ １２月クリスマス例会について 

 ① 日時：12 月１１日（水）18：30〜20：30 

   第１部クリスマス礼拝  

   第２部 祝会  会費：５０００円、 

                 飲み物：持ち込み可。 

 ② クリスマス礼拝説教は、宝塚教会佃 真人   

   牧師、オルガンは舩木仁美さんにお願い 

   する。 

 ③ アトラクションはクラブの有志が行う。 

 ④ なお、１月新年例会は、年頭所感（各人）・ 

  ｱﾄﾗｸｼｮﾝなどのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを準備する。 

２、国際会長(IP)、国際議員（ICM）選挙につ 

   いて石田会長から候補者に関する説明を受 

   け、会長に一任することとした。 

３ 市民クリスマスについて 

① 第９回目の市民クリスマスの成功に向 

けて、クラブ会員全員で運営に当たる。

宝塚厚生幼稚園の園児約３０人が舞台

に初出演。幼児・保護者への配慮（客

席案内・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ等）をよろしく。 

② 募金は東日本大震災被災者支援とフイ  

リピン台風３０号被災者救援活動にあ

たっているマニラのラハ・ワイズクラ

ブ支援に充て、会場で岡野アジア会長

からアピールしてもらう。 

 ③ 広報は市政ﾆｭｰｽ等に掲載・ＦＭ宝塚出演 

 ④ 西日本区へ CS 事業資金援助申請を行う。 

 ⑤ 当日の役割分担等は別記。 

４ 六甲部各クラブの行事予定について 

① 芦屋クラブ、クリスマス例会 １２/２３  

 ② ＹＹフォーラム １/１１午後、 

② 神戸学園都市クラブ２０周年記念例会２  

/15 それぞれについて参加希望者は会長

まで。 

５ 会計途中報告・承認等について（吉田） 

① 神戸市民ｸﾘｽﾏｽ 1 万円、はなみずき 1 万円  

を実行。ジャガイモは完売、収益は現在

集計中。 

② 消費税 Up により宝塚ホテル契約利用料  

の増額申入れがあり、26/7 月から＠100

円増額、クラブとして年間 2 万円の支出

増となる。 

 ③ 西日本区諸献金の対前年変更点の確認 

   Y サ＠2000 円、納付期限 3/15→12 月末  

   日。BF＠1400 円、TOF1200 円など。 

６ １２月ブリテン（長尾） 

  寄稿分担はメールで要請済み。締切 11/25、 

  発送 11/29          

               若林 成幸 

 

 

11 月 4 日、第 16 回神戸ＹＭＣＡチャリティー

ランは中盤、通り雨に会いましたが、チャリテ

ィー総額２

０６万４８

９７円、参加

者も二割増

しで、盛会の

うちに楽し

く終わりま

した。 

第 16 回神戸 YMCA チャリティーラン 
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私はポップンキッズと一緒にグループランに

初出場、私はエリカちゃんと、あおいちゃんと

福田さんと走りましたが 58 位、杉谷、多胡さ

ん組は、まこと君、たけし君と元気に走り健闘

しましたが 38 位でした。高年齢化の宝塚ワイ

ズ来年はコスチュームで勝負しようというこ

とになりました。 

 

売店のラー

メン、おぜ

んざいも寒

かったので

お昼には売

り切れてし

まい、もっ

と仕入れをすればよかったと、これも来年への

申し送りです。最後のお楽しみのロッタリーで

今田和子さん見事にホテル宿泊券を射止め、お

留守番の今田さんにお土産ができたようです。

帰りは長尾さんがみんなを車でお送りくださ

り、疲れも吹っ飛びました。感謝です。 

              武田 寿子 

 

 心が通い合うチャリティーラン２０１３ 

１１月４日（月）紅葉に包まれた神戸しあわせ

の村で神戸 YMCA チャリティーランが開催さ

れた。当日朝まで降った雨も９時ごろから予報

通り晴れ

間が出て

絶好のチ

ャリラン

日和と思

いきやお

昼ごろか

ら突風と雨に見舞われ一部競技がキャンセル

されるハプニングがあったものの参加者全員

の心が一つになってハッピーエンドとなった。

宝塚クラブラーメン、おしるこは大好評で早々

に完売。クラブの皆さんの手際良い準備にチャ

リランデビューの私は感心するばかり。他クラ

ブの出店食品をつまみながらお腹も満腹、チャ

リランも辛うじて完走し、スマートな YMCA

の周到な準備と若者たちの快活さに心打たれ

て早朝からの長い一日が終わった後も疲れは

充実感で吹っ飛んだよう。来年はもう少し派手

にチャリランに参加しましょうと皆で約束し、

長尾さんのお車で全員宝塚へと帰路に着き参

加の喜びを胸に刻んだ秋のイベントが終了し

た。           杉谷 和代 

 

 

 2013 年 11 月 12 日（火）、中部・名古屋クラ

ブ第 1例会にゲストスピーカーとしてお招きを

受け楽しい時間を共有してきました。 

 かつて

の成瀬理

事キャビ

ネット事

務局スタ

ッフとし

て私達が

お世話に

なった川口恵会長からフラの話をして欲しい

と依頼を受け実現しました。 

 テーマは「フラを通して学ぶアロハスピリッ

ト」。ワイやフラの歴史を知ってアロハの意味

を学ぶ、と言う組み立てでパワーポイントを使

って話し、クリスマス例会に向けて「きよしこ

のよる」のフラをレッスンしました。川口会長

がしっかりビデオに撮ってこの後も練習する、

との張切りようでした。 

 今年は宝塚クラブ以外にも「きよしこのよる

フラバージョン」を踊るクラブが１つ増えたわ

けで嬉しいです。 

 名古屋クラブは 28 名と特別メネット 2 名。

第 1例会は名古屋 YMCAで持たれています。 

会 長 報 告 

 名古屋クラブ第 1例会に招かれました！ 
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夕食は松花堂弁当。とても美味しかったです。 

チャーターは 1947年ですから 66年の歴史があ

るワイズの草分け的存在です。あとから会長が

感想を聞くと、大先輩達はフラは楽しかった、

と言ってくださいました。 

例会終了後、YMCA近くのイタリアンのお店で中

村名古屋 YMCA 総主事も交えて、川口会長、谷

川修元事務局長、渡辺真悟会計、そして名古屋

グランパスクラブから下村明子元 Yサ事業主任

達、チーム成瀬の顔ぶれで乾杯をしました。 

この日は真冬並みの寒さが名古屋を襲いまし

たが、温かい交流のお蔭でほっこりした空気に

包まれた名古屋滞在でした。  石田由美子 

 

 

【今月のみ言葉】 

辻 建 牧師 

 昔、中世のヨーロッパに沢山の修道院が作ら

れました。ちまたの戦争や、虚飾いっぱいの生

活に嫌気がさして、ひがな一日神さまへの思い

で日を過ごしたいと願う人たちが、自分の財産

を売り払ってそれを寄贈し、修道の生活に入っ

たのでした。昼は畑や果樹園で汗を流し、雨の

日は室内でもっぱら聖書の写経の仕事に当り

ました。 

 食事は華美なものではなく、もっぱら貧を旨

としたものでした。それでも食い意地が張って、

食べ過ぎてお腹が出る人がありました。食堂の

部屋に入る入り口は狭く作られており、からだ

を横にして入るのがやっとの狭さでした。お腹

が出るとこの入り口を通過することが出来な

くなりました。その場合は、その日は食事抜き。

「狭い戸口」から入るために、運動や節制を増

やしてお腹を引っ込めなければなりませんで

した。 

 さてわがクラブのうち、何人がこの「狭い戸

口」を突破できるでしょうか。自分を律すると

いうのは、ほんとうにむずかしいことです。特

に年末にはご注意を。 

 

 

 

 

１．脇浜新会館、名称決定！ 

 先月の例会で水野総主事より説明がありま

したが、中央区脇浜 2 丁目に建設する新しい会

館は「神戸 YMCA ファミリーウエルネスセン

ター」とすることに決定しました。11 月 15 日

に現地で起工式を行ない、本格的な工事が始ま

りました。 

 

２．フィリピン台風 30 号被災について 

 11 月 8 日（金）にフィリピン中部を襲った台

風 30 号の被害は想像を絶するもので、950 万

人が被災し、地域の 7～8 割が壊滅状況にある

という報道に接しています。現在、アジア太平

洋 YMCA 同盟（APAY)やフィリピン Y 同盟か

ら緊急募金の呼びかけがなされていると共に、

現地の最新情報に基づいて、緊急支援がなされ

ようとしています。神戸 YMCA も 1 月 15 日ま

で緊急支援募金活動を開始すると共に、できる

支援を考えたいと思っています。YMCA への募

金はお近くのＹＭＣＡへ募金をお届けくださ

い。お振込みも可能です。 お振込先：三井住友

銀行銀行三宮支店 （普）３１３６９５３ 神戸 

YMCA ※振込人のお名前の前に「フィリピン」

と明記ください。 

 

３．今後の予定 

1)新春ＹＹフォーラム 

  現在、ユース委員会・ワイズメンズクラブ   

  で企画検討中です。ご予定ください。  

   日時：１月１１日（土）午後１：００～ 

   場所：神戸 YMCA チャペル 他 

   内容：ワイズ・ユースリーダー・YMCA 

      に集う会員や職員とともにワー 

      ルドカフェ方式で語らいを広げ 

      ます。 

 

 

YMCAだより 
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２) 第 55 回神戸市民クリスマス 

   毎年、神戸市内の超教派の諸教会と神戸  

   YMCA・YWCA が協力して委員会を組織  

   し、一同にキャロリングと礼拝を守ると 

   きを持ちます。 

    日時：12 月 20 日（金） 

      キャロリングは  

        １７：２０－１８：４０  

      祈りと祝福のときは 

        １９：３０－２０：３０ 

 メイン会場：日本キリスト教団神戸栄光教会 

 詳細は  

  http://www.kobeymca.org/shiminxmas/   

 

 

 

恒例の宝塚クラブ・市民クリスマスが、１２月

１３日（金）に宝塚ベガ・ホールにて開催され

ます。回を重ね９回目となりました。毎年、こ

のシーズンを楽しみにして下さっている多く

のボランテイア、観客と物心両面より支えて下

さる近隣の教会の皆様にお礼を申し上げます。 

 特に、ポップンキッズの子ども達の成長が楽

しみですが、加えて宝塚厚生幼稚園の園児たち

が初参加して可愛いベル演奏をしてくれるこ

とになりました。毎年、キャロリングで市内を

廻っていたコースを変更してこちらに加わっ

てくれます。 

 また、ロビーで行う国際協力募金は東日本大

震災被災者支援に加え、先般、フイリピンを襲

った台風３０号の被災者支援を目的に掲げる

ことになりました。舞台では、アジア会長・岡

野ﾒﾝのアピールと NHK の災害支援ソング「花

は咲く」を独唱・合唱・オケで演奏し、それに

関学生マハロがフラで応援してくれます。 

 宝塚ワイズの皆様には舞台を盛り上げる裏

方として種々のご協力をいただきます。満員

（約 400 名）のお客様の安全と、気持ちよくお

聞き頂くためのご配慮をよろしくお願い致し

ます。 

 

 

［役割分担］ 

  役  割 担  当  者 

受付（開場 18:30）  福田夫婦、武田、鯖尻 

募金 今田夫婦、加藤、三品 

ロビー飾り 谷川・リーダー、坂田、山崎 

園児対応 岡野（演奏１８：４５から） 

ﾎﾟｯﾌﾟﾝｷｯｽﾞ対応 長尾（親爺バンド） 

控室・出演者世話 杉谷、青柳 

会場内案内 リーダー、山崎、谷川 

弁当手配 多胡 

子どもﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ手

配 

女性陣 

会計・ｽﾃﾏﾈ 堀江（舞台進行補佐兼務） 

記録写真 山崎 

司会 石田（フラの世話） 

合唱出演 若林、吉田 

総合監督  若林 

注：①募金箱は YMCA から借用 

  ②ロビー飾りは適当な内容を選び事前に  

   準備、厚生幼稚園からの出展あり。 

  ③弁当は出演者・ワイズ・リーダー分を準    

   備 

  ④控室は階下の会議室・ロビー控室を利用 

  ⑤終了後の打上会は中止。 

  ⑥集合時間：出演者はﾘﾊｰｻﾙ進行表による。 

   ﾜｲｽﾞ担当者 17 時以降、役割に応じて適   

   宜 

  ⑦出演者は約 80 名、ﾜｲｽﾞ・ﾘｰﾀﾞｰ約 20 名 

               （若林） 

第９回 ﾁｬﾘﾃｲｰ市民クリスマス 

「キャロルを歌う夕べ」開催にあたって 


