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 役 員 

会 長 杉谷和代   直前会長 石田由美子 

副会長 福田宏子、石田由美子 書記 若林成幸   

会 計 吉田 明、堀江裕一  

会計監査  今田 稔 

六甲部部長 多胡葉子 

メネット連絡 今田和子 連絡主事 谷川 尚、 

 

事  業 

委員長 

 

ＹＭＣＡサービス・ユース 福田宏子 

地域奉仕・環境 福田宏子 EMC 石田由美子 

交 流 石田由美子  ファンド 三品ミチ子 

広 報(ブリテン) 長尾 亘、 (HP)  長尾 亘 

特別事業
  委員長
 

ＮＧＯ 鯖尻佳子  じゃがいも  福田 肇 

バザー 加藤光信 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） 

 

 例会出席者数          ２６名 

在籍会員数          ２３名 

出席会員数            １５名 

出 席 率            ７８．２％  

メイクアップ(内数)     ２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９名 

ＢＦポイント    ２月    3,900 円 

       累  計    26,640 円 

にこにこＢＯＸ   ２月     2,000 円 

       累  計     41,200 円 

物品販売累計          39,200 円 

（神戸 YMCA 支援 33,200 円を含む） 

宝塚ワイズメンズクラブ  ２０１５年３月会報 第３１８号 

        主 題 ・ 標 語 

 国際会長(I P)        Isaac Palathinkal  (インド) 

  主 題： ”Theme:Talk Less,Do More”  「言葉より行動を」 

  標 語： “Do it Now” 

        「今すぐやろう！」 

 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) 松本 武彦 (大阪西) 

  主 題： 「響き合い、ともに歩む」 

       “To walk together, echoing each other” 

  標 語： 「こころ豊かにワイズ活動を展開し、ワイズスピリットをつないでゆく」 

 六甲部長     多胡 葉子(宝塚) 

  主 題： 「わたしとあなたの Y’Sダムを YMCAと共に」 

        《ユース・交流・地域》 

 宝塚クラブ会長  杉谷 和代 

  主 題： 「Shareする喜びを感じよう、その輪を広げよう！」 

        “ Let’ s feel the joy of sharing, Widen the circle of it  ” 

今月のテーマ：  E F （寄付による資金事業）・JWF 

 

  悲しむ人々は、幸いである、その人たちは慰められる。 

                                  （マタイ 5章 4節） 

 

                                                                    

                    

                     

 

 

 

 

 

                            

                       

２ ０ １ ５ 年 ３ 月 第一例会 

  日 時：２０１５年３月１１日(水)18:３0 

  場 所：宝塚ホテル ゴールドの間 

  会 費：会員３，１００円、会員外３，５００円 

       ドライバー 若林 成幸  沢田 郁 

  開会点鐘        杉谷和代会長 

  ワイズソング         全 員 

  聖    書          堀江 裕一 

  祈    祷          今田 稔 

   ゲスト・ビジター紹介 

  会長・委員会報告・YMCA報告 

  会  食            

  プログラム 

        「とりあえず次の関所は１００歳があたりまえ」 

          津田 佐兵衞氏 

              井筒八ッ橋本舗会長 

                          

   誕生日のお祝い 

  閉会点鐘        杉谷和代会長 

 

 

 

   ２  

 

  月  

 

  実  

 

  績 
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 ２月１１日（建国記念日）に第一例会が宝塚

ホテル・ゴールドの間で開かれた。 今月の 

テーマは TOF(断食奉仕)、CS(地域奉仕)、FF(家

族断食)の月であり、世界中の飢えに苦しむ方々

のことを覚え、また地域の方々への思いを込め

て、それぞれに献金が集められた。 

参加者はメン１３名、メネット２名、ゲスト９

名の合計２４名であった。 会長のよる開会点

鐘、聖書朗読、お祈りに続き、会長報告がなさ

れた。 

TOF ということで、食事は「カレーライス」。 

いつもの「カレーライス」よりははるかに 

美味しく、食する幸せを感じた。 

“ Start Future Now! “ 「未来を始めよう 今

すぐに！」の標記のもと、今年の７月末より８

月初めに京都で開催される第２６回アジア大

会のアピールに、アジア大会実行委員長：森田

美都子メン、アジア大会事務局長：為国光俊メ

ン、京都パレスクラブ：家喜博矢メン、 

谷口龍一メン、堀靖之メンよりアジア大会の概

要をパワーポイントで説明をされ、大会をいか

に日本の魅力を味わい、楽しんでいただけるか

に日夜様々なプログラム、エクスカーション等

の内容を検討されておられるご苦労がヒシヒ

シと我々に伝わってきた。 是非とも１，００

０名以上の参加を願っておられ、わがクラブも

できる限りのことは全員で協力したいという

気持ちにかられた。 

大阪泉北クラブ：猪瀬正雄メンからは、自ら東

北地方に出向き、数々の当地の産物仕入れられ、

ご自身による素晴らしい切り絵による神戸の

町々の葉書を販売、東北地方支援をアピールさ

れた。 

今月は神戸 YMCA 新館建築支援として、都道

府県２５個を埋めるビンゴーゲームのよる参

加型のオークションが計画され、都道府県を思

い出す良い頭の体操となり、数々持ち込まれた

楽しい品物が飛ぶように買い求められた。 皆

様のご協力のもと、３万円以上の売り上げがで

きたのは、感謝である。 

武庫川学校：大塚俊光氏により、８００のスケ

ッチより６５の選考されたスケッチ展が２月

２１，２２日に開催されるとの報告があり、今

月初めて例会に参加された、宝塚ゾリスデンの

小林靖男氏：お近くにお住ま

いとのこと是非とも今後のご

参加を願いつつ、YMCA 報告、

誕生日のお祝い、宝塚花組に

よる愛のこもった甘～い”

Valentine Chocolate”が男性

全員にプレゼントされ、盛り

だくさんの２月例会は会長の

閉会点鐘で幕を閉じた。 

                            福田 宏子 

 

                                

                                   

    会 長 報 告 

 

 春の光が差す中であたりはすっかり春色に

変ってゆき自然の息吹を感じます。暖かくなる

と動きも活発になり、３月と５月の大イベント

に向けてフル活動開始です。 

３月以降の予定は２月第２例会報告が殆どカ

バーしていますので今月の会長報告としては

特にありません。その中で重複するかもしれま

   2 月第１例会報告 
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せんが、いくつか強調する行事に関してのみ簡

単に記述いたします。 

① 会長研修会 ②宝塚 NGO 活動展 ③きら

りと輝くアート展 ④揚がれ希望の凧 ⑤神

戸Ｙスピーチコンテスト ⑥神戸メネット 50

周年例会 ⑦六甲部評議会 ⑧希少難病者支

援コンサート⑨チャリティーバザー その他

他クラブ行事など、詳細は第二例会報告書をご

参照ください。 

３月１１日第一例会：当日は昼間は「揚がれ希

望の凧」が行われ、続いて第一例会というダブ

ルヘッダーとなる一日ですので昼間の行事か

ら続いて参加される方は長～～い一日になり

ますのでそのおつもりで下さい。  

夜の第一例会のゲストスピーカーは津田佐兵

衛氏。 タイトル「とりあえず次の関所は１０

０歳があたりまえ」 

今も現役の会長職とボランティア活動をこな

されている津田氏の健康法を老若男女・ノンワ

イズメンの皆さまに是非お聴きいただきたい

と思います。 

杉谷和代 

 

             

 

     2 月第２例会報告 

 

 

２月１８日（水）１８時３０分から宝塚西公民

館会議室において２月第２例会を開催した。出

席者は、杉谷会長・福田宏・石田・多胡・鯖尻・

武田・加藤・堀江・吉田・長尾・若林・谷川・

今田メネットの１３名。 

議事要旨は次の通り。 

１.３月例会の運営について 

 桑原美知代さんの入会式を行い、ゲスト津田 

 佐兵衛氏を迎えてスピーチ、タイワークキャ 

 ンプ参加リーダの決意表明を予定する。なお、 

  入会式に先立ち午後５時からオリエンテー 

  ションを行う。 

２.次期クラブ役員の選任について 

 既に次回会長は鯖尻佳子メンに内定してお 

り、その他の役員・委員の構成は次期会長を 

中心 に人選を進め、次月第２例会にて検討す 

る。 

３.バザーの運営について 

 ５月３０日（土）開催予定のチャリティー・ 

バザーの運営に関し、加藤ﾒﾝから説明があり、 

全員参加で蚤の市商品・企業協賛品集めを行 

うこと、及び抽選券の引き取りを従来の２０ 

枚から３０枚に増やすこと確認した。本年も 

やる気・元気を出して楽しいﾊﾞｻﾞｰにしまし 

ょう。 

４.西日本区諸献金等の取扱について 

   会計担当の吉田ﾒﾝから当面の献金支出等 

  につき提案があり、これを承認した。因み 

  に、西日本区諸献金は、算定基準となる会 

  員数２３名に区目標額を乗じて算出。 

   Ｙサ・ユース 46000 円、ＣＳ34500 円、 

  ＢＦ34500 円、RBM18400 円、YES4600 

  円、東日本震災支援 27600 円。但し、 

  TOF13000 円（TOF 例会参加者 13 名×＠ 

  1000）、FF は不参加。 合計 178600 円。 

  その他、アジア大会ユースコンボケーショ 

  ンサポート献金 10000 円、神戸Ｙスピーチ 

  コンテスト 5000 円、タイワークキャンプ 

  支援金 （六甲部８クラブで 50 万円を按分） 

  62500円、JOCS会費 10000円を承認した。 

  なお、２月に行ったオークション売上金 

   33200 円は、ニコニコ献金・物品販売益と  

  合算して神戸Ｙ新館建設支援献金の原資

としてプールする。また、今後とも２月例 

  会にはオークションを開催することを申 

  し合わせた。 

５.使用済み切手買い受け通知書が届き５６１ 

   円が計上された。 

６.３月開催の各種イベントと役割分担につい 

  て 

 ①3/7〜8「第１９回宝塚 NGO 活動紹介展」 
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  3/6 準備会、3/7〜8 宝塚市国際文化センタ 

    ー。宝塚ワイズのほか、ネグロス教育里親 

  運動・ベトナム友好協会・アフガニスタン 

  友好協会・AKAY ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ・スリランカ友 

  の会・ネパール教育開発機構・学生団体が 

  参加し、「すべての子どもに笑顔を」をテ 

  ーマに、NGO 活動パネル・物産販売・ア 

  ジアと宝塚の子供たちの絵展示と「フラダ 

  ンス」・「英語落語」のイベントが行われる。 

  入場無料。 

 

   （当番表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 3/11「揚がれ希望の凧」 

  多胡メン・福田メネットとむこがわ学校  

大塚氏・はんしん自立の家 石田館長で協 

議の結果、次の通り行なわれる。3 月 11 日 

（水）13 時準備、14 時凧揚げ、15 時 猪 

瀬正雄メン（大阪泉北ｸﾗﾌﾞ）による「切り 

絵」、自立の家提供のぜんざいパーテー・ 

有志によるフラ（花は咲く）。 

 ③3/6〜10「きらりと輝くアート展」 

  多胡メンと関係団体で協議の結果、会期 3 

  月 6（金）〜10（火）宝塚西公民館２Ｆロ 

  ビーにて開催。 

 ④ 各イベントの役割分担表（準備・来客対 

   応・片付け） 

     ◎ やむを得ず欠席の場合は、速やかに連絡のこと。 

７.３月ブリテンの編集 

  ブリテン担当の長尾メンより寄稿分担・編 

  集 

  日程が提案された。協力をよろしく。 

８.その他の報告 

 ① 3/4 神戸Ｙスピーチコンテスト 参加；杉 

  谷 

 ② 3/14神戸ﾒﾈｯﾄ50周年例会 参加者募集中 

 ③ 3/21 六甲部評議会 神戸栄光教会 15〜 

  20 時 

  参加者；多胡・堀江・若林・杉谷・長尾・ 

      加藤・石田・福田宏 

 ④ 4/4 希少難病患者支援コンサート 神戸 

  栄光教会入場券 1000 円は今田ﾒﾈｯﾄまで。 

        （第二例会風景） 

⑤ 4/5 京都トップスクラブ 20 周年記念例会 

 ⑥ 4/21 芦屋クラブ島田メンの新著出版記念 

   会 

 ⑦ アジア大会、西日本区大会の申込 

 ⑧ ４月第１例会のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰに、関西学院大  

   学人間福祉学部准教授 梓川 一氏「希 

   少難病によりそって」を予定。 

 ⑨ 西日本区トラベル・コーディネーターに石 

田メンが内定。 

 ⑩ アジア大会ユースコンボケーションに関 

学ﾌﾗﾁｰﾑ「マハロ」から２名の参加希 

望あり。サポート方法を検討。 

               若林成幸 

 

 

 

 

 

  NGO 展 

3/6・金 PM 

 

吉田・鯖尻 

堀江・若林 

3/7・土 

 

AM 

 

PM 

杉谷・福田宏 

石田 

吉田・杉谷 

3/8・日 

 

AM 

PM 

加藤 

石田・堀江 
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 大田厚三郎六甲部 EMC 事業主査のもとに下

記の要領で開催されました。 

日時： 2015 年 1 月 29 日（木）,18:30～20:30 

会場： 神戸・賀川記念館会議室 

出席者： 大田厚三郎 EMC 事業主査、小野勅紘

次期 EMC 事業主任、他各クラブから 7 名 

少し遅れて到着したため、各クラブの取組みに

ついての説明途中での参加になりました。 

１．出席率改善について 

  転居、病気、高齢など出席不可能な会員を 

  考えて、出席カウントに入れない功労会員、 

  広義会員への移行も検討要 

２．ゲストスピーカーバンク 

  六甲部ホームページを利用して各クラブ  

  推薦のゲストスピーカー一覧可能にする 

３．新規入会、維持について 

芦屋クラブは 15 周年記念講演会を一般公

開にし、その中から 3 名の入会を得た 

  しっかり事前にオリエンテーションをし、

クラブ全体でバックアップしたので現在

はメンバーとして活動している（ワイズの

歴史、経費など） 

  欠席が続いているメンバーにはブリテン

原稿を依頼してメンバーとしての連帯感

を維持 

４．例会のあり方 

  宝塚クラブは毎回ゲストが多いので、初め

てのゲストにはワイズ用語を使わない、例

会では点鐘、歌、祈祷などがある進行次第

を説明して始める、受付で待機して挨拶を

する、テーブルを決めて案内する、など実

行している事を報告 

次回は 2015 年 4 月 23 日（木）19:00、同 

会場。 

石田由美子 

 

 

   ［3 月ゲストプロフィール］ 

   日野原流の養生訓 

「とりあえず次の関所は 100 才があたりまえ」     

    津田 佐兵衞氏 

大正12年 10月31日  

      井筒八ッ橋本舗の五代目の長男 

      として産まれる 

昭和 22 年 京都帝国大学 農学部 農林生物    

                学科卒業 

昭和 22 年     〃    大学院へ入学 

      生物(動、植物) について、生命  

      の起源、進化論、動物生理学、基 

      礎医学等を研究 

昭和 28 年 井筒五代目（父）の突然死により  

      学業を捨てて家業の井筒八ッ橋 

      の社長を継承、元来ボランティア 

      活動が好きでロータリークラブ 

      の運動には 55 年の実績を持って 

      いる。 

平成 14 年 京都医師会の重鎮、多田寛氏の紹 

      介により日野原先生の「新老人の 

      会」運動に弟子入り 

平成 15 年 「新老人の会」京滋支部を設立 

平成 24 年  京滋支部より滋賀支部を分離独 

      立する事に協力 

平成 26 年  福井支部設立にロータリアンと     

      して協力した 

 

 

プレイベントとして以下の展示会をします。 

きらりと輝くアート展 

日時 3 月 7 日（土）〜10 日（火）午前 10：00 〜 

                             午後 4：00 

場所 宝塚市西公民館３階ギャラリー 

出展 障がいのある方々が制作された絵、習字、 

      写真、和凧など  

 

東日本震災支援プロジェクト 

『揚がれ！希望の凧！』        

 

   

 

      

      

 2014-2015 六甲部 

     第 2 回 EMC 事業委員会報告 
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（当番表） 

  アート展    揚がれ凧 

3/6・金 PM 

 

今田・福田素 

多胡 

 

3/7・土 AM 

PM 

福田宏・杉谷 

今田・多胡 

 

    

3/8・日 AM 

PM 

石田 

今田・多胡 

 

3/9・月 AM 

PM 

今田・武田 

今田・武田 

多胡 

 

3/10・

火 

AM 

PM 

石田 

多胡・今田 

 

3/11・

水 

PM  武田・石田・多胡 

今田・堀江・福田（素） 

福田（宏）・長尾 

 

                              

     ※3 月 11 日凧揚げのプログラム 

 スケジュール    内容 

13:00～14:00 ・事前準備および受付 

14:00～14:10 ・むこにゃん広場へ移動 

14:10～14:45 ●凧揚げ 

14:46～14:47 ●全員で黙祷（1 分間） 

14:50～15:00 ・はんしん自立の家へ移動 

15:00～16:00 ●室内イベント（ぜんざいの 

                  振る舞い） 

16:00～16:30 ・後片付け 

     室内イベントに関して 

・切り絵の実演（大阪泉北ワイズ 猪瀬正雄氏） 

・東日本大震災関連 DVD 鑑賞 

・みんなで歌おう〜花は咲く〜 フラとともに 

・お昼のおやつにおぜんざいがはんしん自立の  

  家のご協力で振る舞われます。 

 

               多胡葉子 

 

 

 

 

多少寒さが和らいだ２月７日（土）、恒例三

田ワイズメンズクラブの第２２回バレンタイ

ンコンサートが三田市ウッデイタウン市民セ

ンダーで開催された。 

暦の上では春といえど、ほぼ毎年雪がちらつく

この時節なのに、今年は少し早い春の到来を感

じさせた。 

第１部は、カントリー、ブルーグラス、フォー

クソングといったアメリカのケンタッキー州

の発祥の地とするものが中心であることから、

兵庫県多紀郡の「県多紀」をとって「ケンタッ

キー」と読み替え「多紀郡の幸せな男たち」と

して還暦を超えた三人の「県多紀ハッピーボー

イズ」による昔懐かしいメロデイー、「この広

い野原いっぱい」「君を待っている」「浜辺の歌」

の数々を披露された。 

第２部は神戸出身のバリトン歌手、時田直也

氏：生後半年で未熟児網膜症と診断され、生ま

れた時からズーと見るという経験を持たれ事

がないにもかかわらず、幼い日にふっとしたき

っかけで音楽と出合い、大阪音楽大学音楽学部

声学科を卒業され、「野に咲く花のように」[北

風小僧の貫太郎]、冬の旅より「菩提樹」、詩人：

金子みすずの詩「つもった雪」、 

“Amaging Grace”等をご自身演奏のピアノの

音色にのせて、披露され、目を閉じると様々な 

情景が浮かび、しばし現実を忘れた。 

寒い土曜日の午後、ほっこりとした、心にほん

のりと温かみを感じるコンサートでした。 

 

                      福田 宏子 

                        

 

 

 

「第２２回 バレンタインコンサート」に

参加して 
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      【今月のみ言葉】 

前回取り上げた最初の幸いの言葉では、自らの

弱さを覚えて神により頼もうとする「心の貧し

い人々」の幸いについて語られていましたが

（マタイ 5:3）、それに続くこの箇所では、「悲

しむ人々」の幸いについて述べられています。

この言葉も、前回の言葉と同様、極めて不可解

です。常識的に考えて、人は幸せではないから

悲しむのではないでしょうか。それなのにどう

して、悲しむ者は幸いだというのでしょうか。

実際、当時のユダヤ社会は、政情不安に加えて

社会的・経済的危機が蔓延し、多くの民衆は飢

え渇き、絶望的な状況におかれていましたが、

この言葉を直接聞いた当時のユダヤの民衆た

ちも、同じような反応を示しただろうと考えら

れます。 

 しかし、その一方で私たちは、悲しみの経験

が時として大切なことを教えてくれるという

ことも経験から知っているように思います。著

名なフランス人作家の M・プルーストは「幸福

は身体に良いが、精神力を発達させるのは悲し

みである」と語っていますが、事実、私たちは

悲しみを経験することを通して、自分の弱さや

無力さに気づかされ、それによって謙虚さを学

び、絶対者に対して目を開かされる機会が与え

られるのかもしれません。 

その意味でもこの言葉は、悲しむ者は、自分の

無力さに直面して神と出会うチャンスを与え

られているからこそ幸いなのであり、神との出

会いを通して豊かに慰められるのだと語ろう

としているのでしょう。 

              嶺重 淑 

 

 

 

 

 

                             

１．今井鎮雄先生お別れ会、盛大に開催 

 去る 2 月 8 日（日）に、ポートピアホテルの

ポートピアホールにおいて、昨年 11 月 3 日に

召天された今井鎮雄名誉顧問のお別れ会が開

催され、約 1100 名の方々が参会くださいまし

た。YMCA だけでなく、井戸敏三兵庫県知事、

久元喜造神戸市長をはじめ行政関係の方々、ロ

ータリークラブの方々、関係諸団体の方々など

多数の方々が今井先生にお別れするために集

まってくださいました。多くの方々が良い会だ

ったと感想をくださいました。 

 

２．神戸ＹＭＣＡ現況 

神 戸 YMCA の社会福祉法人では 4 月から新し

い保育園（神戸学園都市 YMCA こども園）を

学園都市に開園することになっており、開園準

備が進められていると ころです。また、三宮新

会館の建設については、旧会館の解体工事が終

了し、基本設計の段階に入っています。4 月中

旬には基本設計が終了し、実施設計の段階 に入

っていく予定で、スケジュール通りに進行して

います。 

 

３．今後の予定    

1) イースター早天礼拝 

  例年神戸ＹＭＣＡ関係では 2 か所でイース 

  ターを祈念する会を持っています。イース  

  ターの喜びをぜひ行きやすい場所でとも 

  に祝いましょう。 

YMCAだより 
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   神戸地区）日時：４月５日（日） 

        午前７：００～８：００ 

        場所：神戸東遊園地 

（神戸市役所南側） 

  ＜雨天は神戸 YMCA ﾌｧﾐﾘｰｳｴﾙﾈｽｾﾝﾀｰ＞ 

  メッセージ：阪口 新さん 

      （神戸聖愛教会伝道師） 

   阪神地区）日時：４月５日（日） 

午前７：００～８：００ 

        場所：日本基督教団甲東教会

（阪急甲東園駅徒歩２分） 

  メッセージ：佐藤成美さん 

（甲子園教会牧師） 

 2) 総主事就任祝福式 

   井上真二総主事の就任式を下記のよう

に執り行います。是非、ご出席くださり、新総

主事の門出を祝し、激励くださいますようにお

願いします。 

   日 時：４月１９日（日） 

午後３：００～５：３０ 

   場 所：日本キリスト教団神戸栄光教会 

 

            


