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 役 員 

会 長    若林成幸  直前会長 鯖尻佳子 

副会長   多胡葉子  書 記  武田寿子 

会  計   吉田 明 堀江裕一 

会計監査  加藤光信 

連絡主事  谷川 尚 

メネット連絡  福田素子   

 

事  業 

委員長 

 

ＹＭＣＡサービス・ユース 多胡葉子 

地域奉仕・環境 福田宏子・EMC 杉谷和代 

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 鯖尻佳子  じゃがいも  福田 肇 

バザー 多胡葉子 市民クリスマス若林成幸 

 

お誕生日 

おめでとう！ 

 長尾 亘（  ７日） 鯖尻佳子 （２３日）  

桑田勝弥（２８日）  井上 聖 （３０日） 

 杉谷和代（２６日） 

 例会出席者数        39名  

在籍会員数         19名（功労会員１） 

出席会員数          12名 

出 席 率           66.70％  

メイクアップ(内数)    0名 

メネット         3名 

コメット・孫メット０名、ゲスト・ビジター24名 

ＢＦポイント    4月 3,862円 

       累  計  32,362 円 

にこにこＢＯＸ   4月       0 円 

       累  計  28,500 円 

ファンド（物品販売）    6,200円 

              累 計  69,865 円 

  主 題 ・ 標 語 

 国際会長(I P)  JOAN WILSON （カナダ） 
  主 題：  “ Our Future Begins Today  ” 

「私達の未来は、今日から始まる」 
 アジア地域会長(AP) Tung  Ming Hsiao 
  主 題：  “ Respect  Y’s Movement  ” 
              「ワイズ運動を尊重しよう」 
 西日本区理事(RD) 岩本 悟 （熊本にし） 
  主 題： 「ワイズ魂で 更なるワイズの活性化を！」 
        “ Energizing Y’s Men’sClubs with the Y’s spirit ” 
  副 題： 「定例会の充実と活発な奉仕活動でメンバー倍増！」 
        Doubliｎg membership through having substantial  
        Meetingｓ and active service! 
 六甲部部長    長井 慎吾（西宮） 
  主 題： 「楽しい交流とやりがいのある奉仕活動で 
           更なるクラブ活性化を図ろう」 
 宝塚クラブ会長  若林 成幸 
   主 題： 「限りない挑戦で新たな気風を呼び込もう！」 

２０１７年５月例会 

  日  時 ： ２０１７年５月１０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     武田寿子  石田由美子 
  開会点鐘          若林 成幸会長 
  ワイズソング        全 員 
  ゲスト・ビジター紹介   会 長 

聖書朗読          井上 聖 
  祈  祷           長尾 亘 
  晩  餐           一 同 
  お話し      

スピーカー    
       「ペルーの高齢者福祉を経験して」  
             中江幸一 氏 

 
  インフォメーション 
  ＹＭＣＡニュース 
  誕生日記念日 
   

  閉会点鐘       若林成幸会長 
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TAKARAZUKA 

 宝塚ワイズメンズクラブ  ２０１７年５月会報 第３４４号 

号 

今月のテーマ ：  
 
しかし、わたしは言っておく。敵を愛し、自分を迫

害する者のために祈りなさい。 
（マタイ 5章 44節） 
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4月の宝塚クラブ第 1例会は１2日宝塚ホテルゴー

ルドの間で開かれました。今月のゲストスピーカー

は東アジア貿易研究会理事長の若林寛之氏（宝

塚クラブ会長若林茂幸氏の実弟） 

テーマは「北朝鮮の今をどう考えるか」、今最も旬

な話題でクラブメンバーをはるかに超えるゲストが

参加され 39 名の盛大な例会となりました。北朝鮮

に関しては連日ＴＶ，新聞で報道されていますが

それでも最もよくわからない国であることに変わりは

ありません。 

配布された資料に示された地図をみて、中国と北

朝鮮の国境線の長いことにあらためて気づきました。

38 度線の境界線の比ではありません。また国境の

豆満江を渡る橋の多さにも驚きました。いつも私達

がＴＶで見る橋は同じ一つの橋です。中国と北朝

鮮が経済面、生活面でいかに密接な関係にあるか

を示しています。今一つ再認識したのは北朝鮮の

鉱物資源の豊かさです。現時点で豊富な資源が

充分活用されていないかもしれませんが将来の有

効活用が期待されます。日本では急速な最新軍

備の拡充が、深刻な食料不足や困難な生活状況

と同時に報道され納得出来ないことが多いのです

が、私たちは尚一層多面的、複眼的にこの国を見

ていく必要があるのではないかと思いました。 

誕生日のお祝い、諸報告に続き、神戸ＹＭＣＡ新

会館の竣工とお披露目の予定が谷川主事より紹介

されました。5 月 8 日の創立記念礼拝に参加しまし

ょう。           ドライバー・堀江裕一 

 

 

 

 

                   

宝塚クラブ 2017年 4月第 2例会議事録 

日時：2017年 4月 19日（水）18：30～20：30 

場所：宝塚西公民館 会議室 

出席者：石田、加藤、武田、多胡、谷川、長尾、 

堀江、吉田、若林、福田（宏）、 

メネット今田 

  西宮 Y…大塚・太田リーダー 木下 計１４名 

議題： 

 １．5月例会の確認 

     ゲストスピーカー：中江幸一氏、 

「ペルーの高齢者福祉を経験して」 

 ２．2017～18 年度のクラブ役員 

     会長：武田 副会長：多胡 書記：若林  

会計：吉田・堀江 

     直前会長：若林 連絡主事：谷川  

会計監査：加藤 メネット連絡：福田品 

     Yサユース：福田（宏）（長）、重松、 

桑田、青柳  

CS：多胡（長）、井上、 

     EMC：若林（長）、長尾、  

交流：石田（長）、鯖尻  

ファンド：杉谷（長）、福田肇  

広報・ブリテン：長尾 

六甲部 EMC主査：若林 

３．チャリテイー・バザーの運営（多胡） 

    ２５．２６日準備日の参加登録、協賛依頼関 

係の経過報告・確認、２３日クッキー焼き、 

焼きそば道具は甲東教会に依頼（若林）焼き

そば担当・大塚など 

バザー委員長多胡、加藤を中心に準備や 

担当など確認。食事関係は石田、 

蚤の市福田（宏）・武田、 

   景品・福田（肇） 堀江 

会計・チケット吉田・堀江、 

中山寺寄贈品はリーダー。寄贈品をもっと集める

必要があり、各方面に依頼する。 

４月第２例会報告 

 

４月第１例会報告 
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ＦＭ出演は４/２２大塚、木下、多胡の予定 

４．第 21回西日本区大会準備状況（石田） 

    ４月２４日（月）第２回西日本区大会実行委

員会開催予算がほぼ出そろったので、総

合的に検討、会議前に神戸ＹＭＣＡ担当理

事との打ち合わせをする予定 

 

５．ブリテン編集（長尾）５月スケジュール 

原稿締め切り ４/２８ 第一校正４/２９－３０ 

第２校正、５月１日発信 

原稿依頼 ４月例会・堀江、第２例会・武田、 

六甲評議会・鯖尻、会長の言葉・若林 

他クラブ訪問、ＹＭＣＡニュース・谷川、その他 

西日本区大会アピールコーナーあり。 

 

６．YMCA情報 

     ①5/8 神戸 YMCA創立記念日礼拝 

     ②5/13 14：00～16：30 神戸 YMCA 三宮

会館 オープンハウス DAY 

       14～15竣工記念式典、  

15：20～15：40ベル・コンサート、 

 館内見学 

     ③5/16 ボランテイア研修会・委嘱式 → 

各ワイズ協力金 10,000円 

７．その他 

９月２３日尼崎競技場で開催されるスペシャル

オリンピックの近畿ブロック大会への協賛依頼

が武田から提案され、宝塚ワイズメンクラブとし

て協賛することが承認された。 

例会出席者数 計３９名 （例会出席者 １２名、

メネット３名、ゲスト２４名） 

ＢＦポイント４月３８６２円 累計 ３２３６２円 

ニコニコＢｏｘ ４月０円 ファンド（物品販売） 

６２００円 累計 ６万９８６５円、５月例会担当 

ドライバー 武田 石田、聖書朗読  

井上、（福田肇） 祈祷 長尾 

                                             

書記 武田寿子 

           

 

 

 

 

                      

 

新緑が美しい5月となりました。宝塚クラブの今年最

後のイベント・バザーを控え、何かと忙しい時期を過

ごしています。 

さて、4月例会は多くのゲストを迎え、さながらスピー

カーを囲む同窓会の趣もありましたが、有意義なひ

とときでした。殊に、演題「北朝鮮の今を考える」は、

聴衆の多くが事前学習を済ませての来会で、熱心

に聞き入っておられました。講演で見た２つの図が

印象に残り、北朝鮮問題を考える糸口にしたいと思

います。時期が巡り、この後日談が聞けることを楽し

みにしつつ。  

若林成幸 

                   

１，“逆さ地図”でみる日本 

 

２．国境の鴨緑江には沢山の橋が！ 

 

 

会長からひとこと 
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２０１７年４月１５日（土）午後３時、賀川記念館４Fチ

ャペルに於いて六甲部第２回評議会が52名出席の

もと開催

された。

長井慎吾

部長が六

甲部活動

中間報告、

また山本

常雄会計

より六甲部会計中間報告がされ、その後事業主査、

各クラブ会長の活動中間報告がされた。議案審議

の後、クラ

ブ活動活

性化の取

り組みに

ついての

意見交換

がありまし

た。 

六甲部交流会では親睦を深め、次期部長の杉本隆

人氏の閉会点鐘で終了しました。 

 

 

 

 

 

  1955 年生まれ。徳島東工業高

校造船科、鉄鋼短期大学溶接構

造工学科、佛教大学 社会福祉

学科（通信課程）卒 

業。日本鋼管（株）造船・鉄鋼部門

に奉職後、介護福祉士、社会福

祉士等の資格を得て、2010 年に

JICA 海外ボランティアでペルー・リマに派遣され日

系人高齢者と交流。帰国後、社会福祉法人神戸

海星会 特別養護老人ホー 

ムうみのほし の生活相談員、NPO 法人めふのお

家 代表理事などを歴任。 

 

 

 

 

 

 

  長浜ワイズメンズクラブ 30 周年記念例会報告 

 

 2017 年 4 月 1 日(土)、びわ湖畔、北びわこホテ

ル・グラツ

ィ エ で 開

催 され た

長浜ワイズ

メンズクラ

ブ 30 周年

記念例会

に参加しました。参加者は約140名で肌寒さを吹き

飛ばすパワフルな例会でした。第 1 部式典は中川

和彦会長の歓迎ご挨拶のあと、30 年のあゆみを映

像で紹介されました。 

第 2 部は江戸時代に長浜で誕生した滋賀県選択

無形文化財、人形浄瑠璃・冨田人形共遊団による

「寿式三

番叟」が

２ 体 、 6

人 の 人

形 遣 い

で演じら

れ 郷 土

文化に触れる事が出来ました。 

祝宴では珍しい和食のコースは同じテーブルのワ

イズメンからも好評でした。 

ドアプライズや、長浜クラブ始めびわこ部メンバー

によるオールディーズ演奏で大盛り上がりの後、お

開きはやはりびわこ部の愛唱歌、「琵琶湖周航の

歌」を全員で合唱してお別れとなりました 

石田由美子 

他クラブ訪問 

六甲部第２回評議会 
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芦屋クラブの桜まつり訪問記 

 

４月Ⅰ日（土）芦屋クラブの桜まつりに行ってきまし

た。芦屋クラブの方々はお揃いのブルーのブルゾ

ンを着てチゲとワインを販売されてました。芦屋川

の川沿いではたくさんの模擬店が出店で人出は多

く大変賑わっていました。ワイズメンの方々にも出

会い交流も

出来ました。

こうして他の

クラブの行

事に参加す

るのもまた楽

しく交流出

来るのでは

ないかと思いました。まだ桜の蕾はかたく咲いては

おりませんでしたが心は桜満開の楽しい芦屋川桜

まつりでした。 

                      鯖尻佳子 

 

 

 神戸ポートクラブチャリティコンサートに参加して 

 

 4月22日（土）14：00〜神戸聖愛教会の会堂で神

戸ポートワイズメンズクラブ主催の被災地復興支援

チャリティーコンサートが開催され、参加した。 

 神戸ポートは

毎年被災地支

援チャリティとし

ていろんな企画

をされている。 

 今年は竹中真

氏によるジアズ

ピアノライブ、大

野勉メンによる

被災地支援報告、そして兵庫県立長田高等学校

音楽部による合唱の三部構成でプログラムが進行

した。竹中氏のジャズピアノは世界の国々の戦争

にまつわる音楽をジャズピアノでアレンジして弾か

れた。ジャズピアノを通して平和を訴えられた演奏

の数々に震える思いの感動が走る素晴らしい演奏

に酔った。また、長田高校の合唱部の若い素敵な

歌声も心に響く素晴らしいひと時であった。 

                        多胡葉子 

 

 

 

          

【今月のみ言葉】                                                                                                                                    

 これは「愛敵の教え」として知られる有名な主イ

エスの言葉です。身近な人でさえ愛するのは難し

いのに、どうして自分の敵を愛することができるの

か。おそらく、多くの人はそのように考えるところで

しょう。あるいは、もし敵を愛することができるなら、

その相手はもはや敵ではないではないかという言

い方もできるかもしれません。実際、このイエスの

愛敵の教えは、キリスト教世界においても当初より

非現実的で実践不可能な教えと見なされてきまし

た。 

しかしその一方で、この教えを文字通りに受け止

めようとした人物も若干存在します。例えば、インド

の独立運動指導者として知られるM. ガンジーは、

愛敵の教えを始めとする主イエスの山上の説教の

諸要求を真剣に受け止めようとしてこなかった西欧

キリスト教のあり方を批判し、愛敵の教えを国家の

悪に対する非暴力実践の原理としました。また、こ

のガンジーから大きな影響を受けたアメリカの黒人

解放運動の指導者 M. J. キングは、主イエスの愛

敵の教えが、個人間の対立のみでなく、人種・民

族間の対立にも有効であると確信し、この教えを実

行可能で、かつ実行すべき教えと見なしました。キ

ングはまた、憎しみの連鎖を断ち切り、敵を友に変

えることができるものは愛のみだと訴えましたが、ま

さに世界各地で争いが続けられている今日の状況

を思う時、キングのこの言葉はイエスの愛敵の教え

の真意を私たちに改めて示してくれているように思

えてきます。 

 

嶺重 淑 
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1886年 5月 8日、神戸諏訪山紅葉館に集ま

ったキリスト教使命に燃える若人150人余によ

り、神戸基督教青年会の開会式が行われ、神戸

YMCAの歴史が始まりました。 

以来 131年間、デモクラシー運動、戦乱、高度

成長期、大地震、幾多の艱難の中でよりよい市

民社会の実現、ともに生きる社会、大きな反省

のもとに平和を実現する社会づくりに向けて、

YMCAは活動を展開してきました。 

今年度は、そうした思いを持った人々の集ま

る場として、またそうした思いを活動に変えて

いく場として、神戸三宮には、新たに「神戸

YMCA三宮会館」、また明石には市の委託を受

けた「あかしこども広場」が与えられました。

特に神戸 YMCA三宮会館は、神戸 YMCAの中

心拠点として与えられた 5つ目の場であり、高

齢者施設とのコラボレーションなど、現代社会

の課題にも向き合う場として活用していきま

す。ぜひ YMCA運動をサポートしてくださる

ワイズメンズクラブとともに時代に適った歩

みを続けていきたいと思います。 

 

1) 神戸 YMCA創立記念日礼拝 

上記にもあるようにこの 5月 8日で神戸

YMCAは創立 131年目を迎えます。遠い昔の使

命に燃えた若者の熱き思いに触れ、また新たな

時代の使命を確認しようと下記のようにメッ

セージをいただく予定にしています。どなたで

も自由にご参加いただけます。まだ新たな会館

を見られたことのない方、ぜひこの機会にお越

しください。 

日 時：5月 8日（月）18：30-20：00 

場 所：神戸 YMCA三宮会館チャペル 

メッセージ：「結ぶ使命」  

    棟方信彦先生（頌栄保育学院院長） 

2) 神戸 YMCA三宮会館オープンハウス DAY 

新会館を地域の方や全国の YMCA関係者の

方、また新会館建設にご協力をくださった方の

ために、竣工記念式典と実際に見学をしていた

だけるオープンハウスDAYを予定しています。 

オープンハウス DAYでは、会館見学以外に、

YMCAのプログラム紹介や体力測定コーナー

など YMCAに活動に触れる体験や 4階から上

の生活科学運営が行っている高齢者住居の見

学も行えます。5月 8日の記念日礼拝にご参加

できない方はこちらで新会館を見学していた

だけます。 

 日 時：5月 13日（土）14時～16時の間 

    （上記時間中は入退場自由です） 

場 所：神戸 YMCA三宮会館 

  

3) ユースリーダー委嘱式支援感謝 

大学生が中心となっている神戸 YMCAのリ

ーダーは年度が替わるごとに入れ替わりも多

く、また特にこの年度始まりのころは、各リー

ダー会でも研修や新たなチーム作りを行って

います。 

神戸 YMCA全体でも、学びの時を持ち、

YMCAの使命に立ち返り、何ができるか、その

ために何が必要かを考える時を持ちます。この

会のご支援を六甲部各ワイズに支援をいただ

いていることに感謝し、またよければリーダー

の新たな出発を祈る委嘱式にご参加いただけ

ればと思います。 

 日時：5月 14日（日）16：00-17：00 

 場所：神戸 YMCA三宮会館 

 （委嘱式に先立ち朝よりリーダー研修を 

行っています） 

4） チャリティーゴルフ 

青少年指導者育成基金のファンドづくりの

ため始まったチャリティーゴルフも今回で３

６回を迎えます。ぜひ気候のいい季節、汗を流

して青少年を支えませんか？ 

 日 時：５月３１日（水） 

 場 所：千刈カンツリー倶楽部 

 会 費：20,000円 

     申し込みは 078-241-7201 

チャリティーゴルフ事務局へ 

YMCAだより 
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  準備室は変更の可能性があります。 

今後の情報をご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

実行委員会スタート早々に嬉しいニュースで

す！ 

大会当日の講演者が決まりました。 

オリンピックメダリストでありスペシャル 

オリンピックス日本理事長の有森裕子氏から

承諾のお返事を頂きました。1つ大きな課題が

解決し、委員会はこれからますます気合が入る

でしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予想以上にスムーズに進んだのは、長年 SON

活動に関わって来られた熊本ジェーンズクラ

ブの中村勝子メンと私達の仲間、SOＮ兵庫理事

長、武田寿子メンの熱い大きな思いが伝わった

のだと確信しています。 

「すこやか、しあわせ、ワイズとともに」、

大野勉次期理事のテーマが輝いて来ました。 

実行委員長 石田由美子 

 

多胡（携帯：090-5015-5682）

☆準備日当番表　 5月25日（木）　26日（金）　カルチェヌーボ宝塚逆瀬川　地下一階準備室で作業

多胡 武田 石田 鯖尻 多胡 武田 石田 加藤 寄贈品・協賛品の受入れ

加藤 若林 堀江 若林 堀江 吉田 商品の整理、区分け、値札付け

カルチェヌーボ 鯖尻

地下一階 場所：カルチェヌーボ　地下一階

多胡 福田宏 若林 堀江 多胡 福田宏 吉田

加藤 加藤 福田肇 若林

カルチェヌーボ

地下1階

☆チャリティーバザー当日の役割分担表 5月27日(土）　AM９：００　カルチェヌーボ宝塚逆瀬川　地下1階準備室へ集合

（開始時間１１：００～１４：００） （カルチェヌーボ　裏側搬入口から入ってください）

1 多胡 加藤 ＊多胡携帯：090-5015-5682 全体の管理監督

リーダ： 石田 青柳 焼そば販売 ２００個

焼そば焼き担当 大塚 ソフト＆アイスクリーム販売 ﾊｰﾄﾞｸﾘｰﾑは4個＋１

焼そば：200円 ソフト・アイスクリーム担当 福田素 クッキー販売

ソフト：２５０円 クッキー担当 若林弘 カルピス、お水 カルピスは50円

ハードクリーム：３００円 ぜんざい

クッキー：　200　円

リーダ： 福田宏 加藤 多胡 若林 水谷 バザー商品の販売

武田 井上 杉谷 今田 バザー商品が少なくなったら

数名がｱﾄﾗｸｼｮﾝコーナーへ応援

リーダ： 谷川 抽選会場にてYMCAﾘｰﾀﾞｱﾄﾗｸｼｮﾝ

堀江 福田肇 ﾗｯｷｰ抽選券の抽選・賞品渡し、抽選券張り

5 リーダ： 堀江 会計及びラッキー抽選券の販売・商品保管

YMCAリーダ　７名

蚤の市コーナー

第30回宝塚YMCAチャリティーバザー

午前の部（１０：００～１３：３０） 午後の部（１３：３０～１７：００）

☆☆YMCA谷川午後６時頃中山寺からのおもちゃ搬入予定        　

☆YMCAリーダー数名

ｱﾄﾗｸｼｮﾝ＆抽選ｺｰﾅｰ

吉田会計＆抽選券販売ｺｰﾅｰ

5月25日（木）

5月26日（金）

4

食事コーナー

全体の管理

2

主な作業内容

2017/3/15

3

YMCAリーダ　3名

主な作業内容

YMCAリーダ　5名

第 21回西日本区大会 

実行委員会コーナー 


