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 役 員 

会 長 鯖尻佳子   直前会長 杉谷和代 

副会長 福田宏子、杉谷和代 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 今田和子 連絡主事 谷川 尚、 

六甲部メネット事業主査   福田 素子 

 

事  業 

委員長 

 

ＹＭＣＡサービス・ユース 福田 宏子 

地域奉仕・環境 多胡 葉子 EMC 長尾 亘 

交 流 石田由美子  ファンド 武田寿子 

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！ 

谷川 友子（１２月１５日）今田 和子（１２月２４日） 

 

 例会出席者数          １９名 

在籍会員数          ２１名 

出席会員数            １３名 

出 席 率              ６１．９％  

メイクアップ(内数)     ０名 

メネット         １名 

コメット０名、ゲスト・ビジター５名 

ＢＦポイント    11 月 4,550 円 

       累  計   19,540 円 

にこにこＢＯＸ   11 月   3000 円 

       累  計   37,300 円 

ファンド（物品販売）    6,650 円 

             累 計  41,150 円 

        主 題 ・ 標 語 

 国際会長(I P) ｳｨﾁｬﾝ･ﾌﾞｰﾝﾏﾊﾟｼﾞｮﾝ  (ﾀｲ) 

  主 題： ” Mission  with  Faith ”   

「信念の有るミッション（使命・目的）」 

 アジア地域会長(AP) ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ ｹｰﾀﾞﾌﾞﾘｭｰ ｵﾝｸﾞ(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ) 

  主 題： “Through  Love  Serve    

               「愛を持って奉仕をしよう」 

 西日本区理事(RD) 遠藤 通寛 (大阪泉北) 

  主 題： 「あなたならできる！きっとできる」 

        “ You can do it! Yes, you can! ” 

  標 語： 「-生きる しなやか さわやか-」 

               - Live flexibly and refreshingly - 

 六甲部長     進藤 啓介(神戸) 

  主 題： 「YMCAと共に」 

        《人を育み・地域に仕える》 

 宝塚クラブ会長   鯖尻 佳子 

   主 題：「楽しい例会で素敵な交流の輪を広げましょう!」 

                       

今月のテーマ： EMC-C(会員の獲得強化) 

愛は忍耐強い。愛は情け深い。ねたまない。愛は自慢せず、高ぶらない。 

礼を失せず、自分の利益を求めず、いらだたず、恨みを抱かない。不義

を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、

すべてに耐える。愛は決して滅びない。（第一コリント書 13章 4-8節 a） 

 
 

 
 

 
 

（） 
 
  
 

 
 
       

 

  

                  

 

  

 

                                                                    

                    

                     

 

 

 

２ ０ １ ５ 年 １ ２ 月 クリスマス例会 

  日  時 ： ２０１５年 12月 12日(土)１８：００ 
  場  所 ： 宝塚ホテル新館３F シルバーの間 
  会  費 ： 会員５，０００円、 
   第１部 クリスマス礼拝 
         司  会  澄川菊代大阪セントラルクラブ会長 
         聖書・祈祷 宇都宮垂穂ワイズ（大阪セントラル）   
   第２部 ミニコンサート 
         司  会 鳥居翠大阪なかのしまクラブ会長 
                「高丸ホットシスターズ」 
   第３部 祝  会 
          司 会     若林成幸ワイズ（宝塚） 

開会点鐘   鯖尻佳子宝塚クラブ会長 
         食前感謝   水谷恭子ワイズ（宝塚） 

         乾  杯      加藤光信ワイズ（宝塚） 

          ・会  食 

    ・アトラクション 

    ・オークション 

    ・お誕生日祝い 

    ・全員で「きよしこの夜」 

       閉会点鐘   鳥居翠会長、澄川菊代会長 

   全員記念写真 

 

 

  １１ 

 

  月  

 

  実  

 

  績 

 

TAKARAZUKA 

 宝塚ワイズメンズクラブ  ２０１５年１２月会報 第３２７

号 
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 2015年 11月 11日、18:30、今月はいつもの会場、

宝塚ホテル「ゴールドの間」に戻り、鯖尻佳子会長

の点鐘で開会。出席者はゲスト・ビジターを入れて

１９名と言う珍しく少人数であった。今日はゲストス

ピーカーとして井上真二神戸YMCA総主事を迎え

「神戸 YMCA と共に」のテーマでお話頂いた。 

 井上総主事

は姫路出身、

小学校教員を

目指して茨城

大学教育学

部入学。社会

体育をやりた

いとの思いで神戸 YMCA に入職され 21 年間ウエ

ルネスに関わられた。 

今後の目標として、地域と共にファミリーウエル

ネスの充実、三宮会館の運営、ユースのエンパワ

ーメントなどの取組みがあるとの事。取り壊された

三宮会館チャペルにかかっていた「洗足の絵」は

働き人としてのご自分の原点であり 2017年 2月完

成予定の新会館に持って行くため大切に保管中

だ、と話された。 

最後に、祈りを合わせる、行動を合わせる、の 2

点をワイズへのお願いとして述べられた。 

 去る 7月 29日から 8月 2日の 5日間、京都で開

かれたアジアユースコンボケーションに六甲部から

参加したカバ

ロン；アキム君

（24 歳、神戸

YMCA学院日

本語科留学

生、フィリピン

出身）と守本

紘菜さん（啓明学院高校 3年生）の 2人が AYC参

加報告をされた。（参加者 48名、六甲部から 7名） 

 アキム君はテーマである「平和」を考える事が多く

なった、「かやぶきの里」の建築に感動した、との感

想と共に、キャンプファイアーにたとえ、自分は

AYC に火を貰って目覚めた、と貴重な経験を語っ

た。 

 紘菜さんは学校からの案内で AYC を知り、知ら

ない人、知らない世界を知りたいとの思いで参加を

決めたが英語があまり出来ないと言う不安が大きか

った。時間と共に抵抗がなくなり、外国人の友人も

出来、台湾から来たルームメートに「英語が上達し

たね」と言われ本当に嬉しかった。 

平和を築くためのアクションプランとしてピースマガ

ジンを facebookに立ち上げる予定との事。 

そしてAYCで得た宝物は、実際に行動する大切さ、

と英語上達への意欲、だと、大きな成長を感じさせ

る報告であった。 

 最後に、

河合久美子

西日本区 Y

サ・ユース事

業主任から

AYC 報告会、

報告書の説

明があった。

続いてお誕生日お祝い、12月 10日のクリスマスキ

ャロルの案内、などの報告事項のあと定刻通り閉

会点鐘となった。 

石田由美子  

 

 

 

 

     

 

11月 18日（水）18:30分から宝塚西公民館会議室

にて 11 月第 2 例会が行われた。鯖尻会長・青柳・

加藤・多胡・福田宏子・堀江・吉田・杉谷・若林各ﾒ

ﾝが出席した。議事要旨は次の通り。 

１． 編集計画に従い、投稿分担・原稿締切日、発

行日を確認した。 

席上、ブリテンの豊富な記事を喜ぶ一方で、発

行日が遅れ気味になったり、送達方法が従来の

１1月第１例会報告 

１1 月第２例会報告 
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郵送からメール電送に変わったことにより、

OB/OG を含め、大切な方々への配送漏れを懸

念する意見が出た。編集担当者に大きな負担

がかかっていることや郵送料節減に配慮しつつ

改善を検討することとした。 

２．12月クリスマス合同例会の運営について 

今年のクリスマス例会は、大阪セントラル・大阪な

かのしま・宝塚の３クラブによる合同例会を行う。 

11 月 5 日に各クラブの代表者が集まり詳細を検

討した。その概要は次の通り。 

① 時：12月 12日（土）18時～21時 

場所：宝塚ホテル 新館３F シルバーの間（変

更） 

会費：5000円（テーブルブッフェ、乾杯酒込み） 

追加飲み物代は各人払い。 

②プログラム 

 18:00～18:30 礼拝 司会…澄川会長（大阪セン

トラル）、奨励…江見淑子ﾒﾝ（大阪なかのしま）、

聖書・祈祷…宇都宮垂穂ﾒﾝ（大阪セントラル）、 

 18:30～19:00 コンサート 司会…鳥居会長（大

阪なかのしま）、演奏…高丸ホットシスターズ 

 19:00～20:30 祝会  開会点鐘…鯖尻会長、 

 司会…若林、食前感謝…水谷、乾杯…加藤 

 アトラクション…フラ 石田、オークション…大阪セ

ントラル担当、お誕生祝い、全員でフラ「きよしこ

のよる」、閉会点鐘…鳥居会長・澄川会長。 

閉会後、全員で記念写真。 

③その他 

礼拝献金は YMCA 同盟地球市民プロジェクトへ

送付。各ｸﾗﾌﾞのバナー・名札・ブリテンはそれぞ

れ持参。受付は各ｸﾗﾌﾞから 1 名。各ｸﾗﾌﾞ会員の

献品（各 10個）でオークション。宝塚は別にｼｭﾄｰ

ﾚﾝ・ｹｰｷを仕入れ・販売。すべての収益金は各ｸ

ﾗﾌﾞ・ﾌｧﾝﾄﾞとして 3等分。ニコニコは中止。参加人

員 70 名超えを見込み会場の変更をホテルと相

談、着席順は受付時にくじ引き。12月 5日までに

参加者登録。ゲスト名札一括作成→石田。出席

者名簿・プログラム印刷→若林。 

３．市民クリスマスの役割分担について 

 第 11 回市民クリスマス「キャロルを歌う夕べ」は

12月 10日（木）19:00～21:00、宝塚ベガホール

にて開催。出演者 150名、来場者 400名の見込

み。当日は宝塚クラブ会員・西宮 Y リーダーが

スタッフとして役割を分担する。出演者・来場者

のもてなし・安全確保に配慮が求められる。な

お、出演者は 14:30 集合、15:00 から舞台練習

を行う。スタッフは 17:00集合で開場準備を分担

して行う。別記「役割分担表」参照。 

 PR については、宝塚市報 12 月号等に掲載。

12月１日午前、FM宝塚に出演を予定している。 

４．デンマーク・ギブクラブのプレゼントについ

て先般、IBC ギブ・クラブ会長から福田宏子ﾒﾝ

を通じクリスマス・プレゼント（木製の小鳥）が送

付され、全員が感謝をもって受け取った。その

返礼について協議し、日本的な品物として「刺

し子」を決定した。青柳・鯖尻ﾒﾝから必要数の

提供を受ける。 

（注）刺し子…布地に糸で幾何学模様の図柄

等を刺繍して縫い込む伝統的な手芸。ふきん・

クッション・バッグなど日用品のお洒落な風合

いが素敵。 

５．六甲部役員会の報告 

①次期 2016/17 年度会長の選出の要請が

あった。鯖尻会長が主導して候補者を推挙

してもらうことになった。 

②六甲部  進藤部長の提案。西日本区

次々期理事を六甲部から推挙することに鑑

み、理事活動に対する部としての支援体制

を検討中。部長経験者を中心に素案作りを

進め、各クラブの協力を期待するとのこと。

成り行きを注視したい。 

６．吉田会計担当の提案・報告 

次の報告を受け、実行を承認した。 

・じゃがいもは完売し、代金もほぼ収受、検

収中。 

・神戸 YMCA から、タイピースワークキャン

プ支援、神戸市民クリスマス協賛の依頼

があり、例年にならって必要額を支出す

る。 

・はなみずき支援金10000円を支出する。 

・メネット事業支援金 20000 円を支出す

る。 
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・ 宝塚市共同募金委員会からの配分金

35000 円を受領した。(東日本支援プロジェ

クト)「揚がれ！希望の凧のプロジェクト」を

平成 28年 3月 11日に実施予定のための

支援金) 

７．会員の動向 

  ・三品ﾒﾝは体調不良のため欠席状態が続い

ていたが、12月末をもって退会したい旨、意

思表示があった。諸般の事情を考慮して、

申し出を受理、今後は会友として行事に誘う

こととした。 

  ・今田ﾒﾝは自宅にて静養中、桑田・坂田ﾒﾝは

お仕事の関係で行事参加がままならない状

況。 

 それぞれの事情に配慮し、特に健康を害され 

ている方々と家族の上に癒しを祈ります。 

                      若林 成幸 

 

 

 

 

    

 

 

今年もあと１２月を残すのみとなりました。１２月

は宝塚クラブにとってとても大切な月でもあります。

今年１１回目を迎える市民クリスマス「キャロルを歌

う夕べ」が１０日宝塚ベガホールに於いて開催され

ます。 

第一部は「朗読と音楽で綴るクリスマス物語」９月

より練習が始められ今年も一段と素晴らしいコーラ

スでキャロルの夕べを盛り上げて下さると期待して

います。 

第二部の「キャロルを歌おう」では注目のポップ

ン・リンガーズは元気よくメロディトーンを奏でてく

れることでしょう。毎年、彼らの成長ぶりに私達は感

動に涙してしまいます。また関学フラチームのマハ

ロのフラも華やかに彩ってくれることでしょう。もう一

つ、今年のクリスマス例会は大阪なかのしま、大阪

セントラル、宝塚クラブの合同例会になったことで

す。３月の会長研修の時に女性会長ということで合

同例会の話になりました。１０月には各クラブの代

表者で打ち合わせ会が持たれ準備が進められて

きました。三クラブだけでなくたくさんのクラブの方

のご参加を頂き心から有難く感謝の言葉もござい

ません。みんなでこのクリスマス合同例会を楽しく

シェアー出来たらこんな嬉しいことはありません。

来年が皆様にとって素晴らしい年になりますように

心よりお祈りしています。 

                       鯖尻佳子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都部部会は１１月１日(日)１６時から京都ホテ

ルオークラにて行われた。第１部式典、第２部懇親

会 、 ２

部の前

後にソ

フ ト な

バイオ

リ ン演

奏 と リ

ズムに

乗って踊りたくなるようなラテン音楽演奏で４００名

あまりの参加者でにぎわう会場は大変盛り上がった。

若手の男性が圧倒的に多く活動力を備えた部会

を実感した。１８クラブの京都部に来期は１９番目の

クラブを視野に入れた部長の挨拶には自信に満ち

た発展願望と力強さを感じさえした。部会は一種の

お祭り騒ぎのようなものだが、普段の京都部の各ク

ラブの例会風景に興味を持った。我が六甲部から

は５名の参加だった。同じテーブルの大阪サウス、

大阪泉北のメンたちと大いに交流を深めることが出

来た。 

杉谷 和代 

 

会 長 報 告 

 

部会、例会訪問 

 

 

京都部部会 
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１０月例会に

出席してくれ

た岡西博司ワ

イズの京都プ

リンスクラブ１１

月例会に宝塚

クラブは事務

例会が有ったので代表として一人参加して来まし

た。例会の始まりを知らせる様に蒔田茂夫会長の

点鐘から始まりました。そして食事は京都らしく和

食でした。その日のゲストはオペレッタ作家でアイリ

ッシュハーブの演奏者の永山友美子さんで楽しい

会話と素晴らしい演奏の例会でした。時々他クラブ

の例会を訪問する事が良いことであると思いまし

た。 

                    長尾  亘 

 

 

                                                   

  

 2015 年 11 月 3 日は今年もチャリティラン日和の

いいお天気でした。宝塚クラブは恒例のインスタン

トラーメン 3

種、そして、

おぜんざい

を販売し 、

早々完売。 

ラー メンは

消費税が上

がっても変

わらず 100 円、仕入れがなかなか難しくなっていま

す。青空の下、健康的なイベントと不釣り合いな

（？）ジャンクフードの王道、インスタントラーメン。

何故か、やたらと口にしたくなる時があります。年に

1 回位ならいいか、って人が多いのでしょうか、150

個、来場者の胃袋に入りました！美味しいのが悔

しい。 

 おはぎ、ちぢみ、カレー、から揚げ、ホットドッグな

どをはしごしているとお腹も満足、溜まったカロリー

消化にはならない程度のランでしたが、宝塚花組 4

人は無事に

手をつない

でフィニッシ

ュ！ 

いつも通り

何も当たら

ない抽選会

を終えて秋のビッグイベントは終了です。 

石田 由美子 

 

 

 

 

  

  

日本音楽財団が保有している有名な楽器ストラ

ディヴァリウスを国籍を問わず若手有望な演奏家

に無償で貸与され、そのかわりにチャリティー演奏

が課せられ、スペインの若手演奏家のチェロ・リサ

イタルが有りました。そして今回チケットの売り上げ

は子ども発達支援センター・さんだの福祉活動に

使用されます。 

      はんしん自立の家施設長 石田英子 

27日のストラディヴァリウス・チャリテイコンサートに

ご協力いただきありがとうございました。 

たいへんすばらしいコンサートでした。 

多くの皆様にご協力いただき、チケットは完売には

あとわずかに達しませんでしたが、700人余の方々

においでいただきました。 

ストラディヴァリウスの音色も、パプロ・フェランデス

さんの演奏も、鳥羽さんのピアノ伴奏も、そして会

場の皆様もすべてがひとつになってよい演奏会に

なりました。 

心よりお礼申しあげます。ありがとうございました。 

 

 

 

チャリティ-ラン報告 

 

 

チェロリサイタル 

京都プリンスクラブ 
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ワイズメンズクラブ国際協会宝塚グラブ主催、キ

ャロルの

夕 べ の

アピール

に FM宝

塚 に 出

演 中 の

鯖 尻 佳

子会長、若林成幸統括プロデューサー、関学マハ

ロの森侑子さん、植田麻祐子さん。12 月 10 日、19

時、宝塚ベガホールで感動満載です！ 

 

【今月のみ言葉】 

                                                                                                                                                                              

 この言葉は「愛の讃歌」として古くより親しまれて

きた聖書テキストの中の一節ですが、最近ではよく

キリスト教式の結婚式で朗読されるようになったと

いう事情もあり、一般の人にも知られるようになって

きました。しかしながら、一読してわかるように、ここ

では必ずしも若い男女の愛が主題になっているの

ではなく、もっと広く、深い意味での愛について語

られています。この箇所を読んでまず気づかれる

のは、ここで語られている愛の姿が、私たちが一般

にもっているイメージとは大きく異なり、「忍耐強い」、

「ねたまない」、「自慢せず、高ぶらない」、「いらだ

たず、恨みを抱かない」というように、実に地味で素

朴なイメージで言い表されているということです。 

 しかし翻って考えてみて、私たちは忍耐強いでし

ょうか。情け深いでしょうか。ねたまず、自慢せず、

高ぶらないでしょうか。自分の利益を求めず、いら

だたず、恨みを抱かないでしょうか。あらゆることを

忍んで、すべてのことに耐えているでしょうか。もち

ろん、現実の私たちはそうではないかもしれません。

いやそれどころか、私たちは往々にして、その逆を

やってしまっているように思えてきます。しかしだか

らこそ、私たちが現実の社会の中で生きていくため

には、それぞれがここで述べられているような愛を

育て、身につけていかなければならないと、この言

葉は私たちに語りかけているように思えるのです。 

 

嶺重 淑 

 

 

                             

 

あっという間の 12月、ＹＭＣＡでは各施設でクリス

マスを覚え様々な活動が展開されています。 

出エジプト、戦争の敗北や捕囚、民族崩壊の危機

の中、預言者の「神が救世主が遣わされる」という

言葉を信じ、自らの運命を受け入れた昔人が待ち

わびた、救い主の降誕。現世においても、世界で

は様々な貧困、紛争にあえぐ子どもや女性、社会

的弱者がいる状況がある中で、このクリスマスの意

味を深く考える、そうした時間をＹＭＣＡではクリス

マスの期に持っています。様々な行事や国際協力

募金への呼びかけを行う中で、「みながひとつのも

のとなりますよう」そんな願いを捧げる 12月を迎え

ています。そんなＹＭＣＡの諸活動にぜひご理解、

ご協力をお願いします。世界中のみんながいいクリ

スマスを迎えられますように。 

1) 第 57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 11日（金）キャロリングは                                  

１７：００－１８：４０ 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教会      

詳細は

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

覧ください 

2）「ＹＭＣＡブランディング調査」のお願い      

先月の神戸ＹＭＣＡ井上総主事のスピーチに

YMCAだより 

 

FM宝塚出演 

http://www.kobeymca.org/shiminxmas/
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もあったように、全国のＹＭＣＡではＹＭＣＡの

イメージをひとつのものとして構築しようと「ブラ

ンディング」にむけた活動を行っています。そ

のために全国のＹＭＣＡに関わるひと 1万人に

アンケート協力をしていただこうと「ＹＭＣＡブラ

ンディング調査」を実施しています。 

コンピューターやスマートフォンを使って簡単

にできる調査ですので、是非ご協力お願いし

ます。パソコンからは   http://m.imgc.jp/ 

スマートフォンは  http://a.imgc.jp/ 

ID/PW(共通） ID： ymca PW: image です。

ぜひ一度チャレンジしてみてください（所要時

間 10分程度、12月 14日までの調査です） 

3）ＹＹフォーラム開催                                   

ＹＭＣＡの活動を支えてくださっているワイズメン、

ユースリーダー、様々なボランティアの方々が一

同に集まり、「ＹＭＣＡ」の魅力について考えると

きをもつ時を毎年新年に行っています。 

今年度は 2月 6日（土）13時から 17時に日本キ

リスト教団神戸栄光教会において「リブランディン

グ～神戸ＹＭＣＡの宝探し」というテーマで実施

企画中です。 

ぜひ多くのワイズメンやＹＭＣＡの関わりがある方

にご参集いただければと思います。よろしくお願

いします。 

http://m.imgc.jp/
http://a.imgc.jp/

