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誕生日 

おめでとう！ 

 
井上聖（30 日）  桑田勝弥（28 日） 
小林康男(24 日) 鯖尻佳子(23 日) 
杉谷和代(26 日) 長尾亘（7日） 
  

 
例会出席者数     22名  
在籍会員数       25 名 
出席会員数       16名 
出 席 率           7 2 ％  
メイクアップ(内数)   3名 
メネット          １名 
コメット・孫メット        0名、 
ゲスト・ビジター     5 名 
例会充足率        8 8 ％ 
 

ＢＦポイント    4月 3,200 円 

       累  計 34,6４0円 

 

にこにこＢＯＸ  ４月 6,000 円  

       累  計 51,200 円 

 

ファンド（物品販売）４月 5,000円 

         累  計 56,5５0円  

 

                          主 題 ・ 標 語 
 国際会長(I P)   Ｍｏｏｎ Sang－Bong（韓国） 
  主 題：     Ｙｅｓ，ｗｅ ｃａｎ ｃｈａｎｇｅ 「私達は変えられる」 
スローガン    ‘Ｃｏｕｔｒａｇｅ ｔｏ ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ’ 
 

 アジア太平洋地域会長(AP)  田中 博之 
  主 題：       ‘Ａｃｔｉｏｎ’ 「アクション」 
 
 西日本区理事(RD)  遠藤 通寛（大阪泉北） 
  主 題：  「未来に残すべきものを守り育てる」 
      Ｌｅｔ‘ｓ Ｐｒｏｔｅｃｔ ａｎｄ Ｃｕｌｒｉｖａｔｅ Ｗｈａｔ Ｓｈｏｕｌｄ Ｂｅ Ｐｓｓｓｅｄ ｏｎ ｔｏ ｔｈｅ Ｆｕｔｕｒｅ． 
  副 題：  「めぐり逢う一筋の光」 
            Ｓｅｅｋ Ｙｏｕｒ Ｅｎｃｏｕｎｔｅｒ ｗｉｔｈ ａ Ｒａｙ ｏｆ Ｌｉｇｈｔ 
  
六甲部部長      大田厚三郎 （神戸西） 

 「六甲部は、一つの体。ともに助け合い、部全体の発展向上をはかろう。」 
  
宝塚クラブ会長    青柳美知子 

   主 題：  「やさしさと笑いで、幸せクラブを作ろう、その中に新しい仲間を！     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０１９年５月例会 

  日  時 ： ２０１９年５月８日（水)１8：30 

場  所 ： 宝塚ホテル  オーシェル 

会  費 ： 会員 3.100円・会員以外 3,500円 

ドライバー   吉田 明  杉谷和代 
  開会点鐘    青柳美知子会長 
  ワイズソング   全 員 
  聖書朗読    井上 聖 
  祈   祷    堀江裕一 
  ゲスト・ビジター紹介 

    会    食 
    One Camp の報告 神戸 YMCA リーダー 
 
    お話し  
       「西日本区における地域活動と 

ロールバックマラリア運動」 
       川上孝司氏 （京都パレスクラブ） 
 

YMCA報告 
誕生日のお祝い  クラブ会長 
ニコニコファンド 
閉会点鐘     青柳美知子会長 

 
 

今月のテーマ: LT（リーダーシップトレーニング）   
  リーダーシップを学んでください！クラブ、部、区、あらゆる機会にリーダーシップ
の学の場があります。全てを有意義に捉え、スキルアップし、リーダーシップを身に付
けてください。 
         船木順司 ワイズリーダーシップ開発委員長（京都トップス） 
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花今年も桜の花は終わってしまった。全国の何処で開花したかとテレビでも大騒ぎしながら、日本中誰もが

それぞれの場所で花見を楽しんだと思う。我々の桜の花を愛する気持ちは 

日本人のアイデンティティの一つは確かだ。 

もう十年以上前に、主人と吉野の桜を見に行った時、彼が奥千本まで登っている間、独りで丘のうえに座っ

てしばし、ハラハラと落ちてくる花びらを浴びながら過ごし、心の底から幸せだと思った経験はいつまでも忘れ

られない。桜の花の醸し出す幸せ感はいつもせかせかと生きている日本人の心を癒すのでしょうか。そうか！

「せかせかしている」のも我々のアイデンティティーかも。最も日本人らしい私も、もういい加減にゆったり生きよ

う。桜の花がくれる幸せ感を大切にして。 

この度、３月をもって、愛する服部直樹さん、拓磨君と特別メネット森田紀子姉が退会される事になりまし

た。服部直樹さんはとても魅力的なお方でしたので、もっと長いお付き合いがしたかったものです。若い拓磨

君も例会にはいつも３０分前にきて受付のお手伝いを積極的にしてくださったり、バザーには大働きをして下

さった事が忘れられません。本当に頑張り屋さんでした！のに残念です。森田紀子姉は、２００９年に亡くなら

れたご主人と共に本当に長い間のご奉仕と暖かいご交情を頂き、本当に有難うございました。 

                                                           青柳美知子 

 

聖   句   

婚宴に招待されたら、上席に着いてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人 

を招いた人が来て、『この方に席を譲ってください』と言うかもしれない。そのとき、あなたは恥をかいて末席に 

着くことになる。招待を受けたら、むしろ末席に行って座りなさい。そうすると、あなたを招いた人が来て、『さあ、もっと 

上席に進んでください』と言うだろう。そのときは、同席の人みんなの前で面目を施すことになる。  

（ルカ 14章 8-10） 

随   想 

   今月の聖書箇所には、ある会食の場面で主イエスが同席の人々に語られた興味深い勧告の言葉が記されて 

います。どうやら当時のユダヤ社会でも、正式の祝宴においては身分等によって席順が決められていたよう 

ですが、主イエスはここで人々に、祝宴に招かれたら上席ではなく末席に座るように勧めています。その 

理由は明快で、早々に上席に座ってしまうと、あとから身分の高い客が来た時には席を譲らざるを得なくなり、 

皆の前で恥をかくことになるが、最初から末席に座っていればそんな心配をする必要はなく、むしろあと 

から上席に案内されることになって面目を保つことができるというのです。 

   この説明は私たちにもわかりやすく、十分に納得できるものであるように思えます。日本の社会においても 

上座・下座の考え方はまだまだ根強く、上座には「偉い人」が座るという慣習が残っているからです。 

ただその一方で、少々疑問に思えるのは、主イエスがこのような世俗的な事柄について指示している点です。 

考えようによっては、この教えは単なる処世術のようにも思えるからです。 

   しかし、どうやらここでは、ただ単に人前でへりくだった姿勢をとりなさいということではなく、 

人に対してと同様に神に対しても謙虚な態度をとりなさいと言われているようです。その意味でも、 

表面的に謙遜な態度を示すことではなく、心から神と人に対してへりくだり、神に仕え、人に仕える 

姿勢が求められているのでしょう。   

嶺 重  淑

会長のことば 
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宝塚は桜が満開の時期、4 月１0 日 6 時 30 分から宝塚ホテルオーシェルの間でメン、メネット 15

人、ゲストビジター4 人と 19 人の参加。青柳会長の開会点鐘で第一

例会が開催された。 4月のドライバー若林ワイズの司会で会が進め

られ、会食後に今月のスピーカー山本智子氏から「希少難病患者を支

援する活動」と題してお話を伺った。ご子息の山本育海さんは希少難

病 FOP（進行性骨化性線維異形成症）という筋肉がちょっとの刺激

でも骨化するという難病にかかり闘病中。最近は育海さんは額関節の

骨化が進み口が開かないために食事も取りにくく痩せ、また背中や下

肢の骨化も進行しているとのこと。IPS研究の山中伸弥教授との出会いは難病と戦いながら自身の治

療のためだけでなく IPS細胞研究所の応援のための「193募金」「1930」募金活動を高校の同級生の

応援を受け各地で呼びかけ活動をされている。そ

の様子をドキュメント化されテレビで放映された

のを見ながらの深い感動を得るスピーチだった。

早い時期から神戸ポートクラブは育海君をサポー

トされ、ワイズクラブでのスピーチの時は必ず大

野ワイズ、郡ワイズがご一緒されるとか。一時的

な支援でなくいつまでも寄り添ってのクラブのあ

り方もワイズならではの活動の一つと思えた。ク

ラブからも支援の一部にと献金をお渡しした。 

その後報告に移り特にバザー委員からは 5 月

25日のバザーに関しての一同の協力を依頼。そし

てファンドの豚肉の販売のアピールもなされて青

柳会長の閉会点鐘で幕を閉じた。 

                                                  多胡 葉子 

 

                                                                    

 

4月第２例会は、４月 17日（水）18：30から宝塚市西

公民館会議室で行われた。出席者は、青柳会長・

小林・長尾・堀江・加藤・福田素子・多胡・石田・今

田・吉田・谷川・若林各メンと西宮 Y 職員 大谷氏と

リーダーの大下・稲葉さんが出席した。 

 

１．バザーについて 

  5/25（土）逆瀬川アピア３で開催のバザーについ

て詳細を確認した。 

①開催場所は昨年と同じだが「たこ焼き屋」が店舗

を構えているため、会計・アトラクションの位置を

内側に変更する。準備室は１Fの空き店舗（肉屋）

の予定。何時から使用できるかは確認中。売布の

家から搬入の古着等は、一旦、大林宅ガレージ

に運び込む。中山寺の玩具引取は 5/23 とし詳細

4月第２例会報告 

 

4月第１例会報告 
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別途。 

②当日使用の機材について、ワイズ幟は西宮クラブ

から借用・駅周辺での宣伝ツールはリーダーが工

夫。 

焼そばコンロ・鉄板は甲東教会から借用（当日 8：

30受取り）、プロパンガスは谷川メンが手配。 

③お楽しみ券の会員ノルマは 30枚（3000円） 

④当日のリーダー応援は 12名。 

⑤クッキー作りは 5/22 13時 西公民館料理室にて 

 若林メネット担当  

⑥5月 15日（水）に長尾メンとリーダー2名が 

FM宝塚出演する。 

 

２．5月・6月例会の運営について 

 ・5/8「ロールバック・マラリヤ運動」講師：川上孝司

メン（京都パレスクラブ）に加え、リーダー3 名を迎

え「One Camp報告会」とする。 

 ・5/9 年度末にあたり「諸活動の総括と評価」だが、

故辻 建先生を偲ぶ会を行う前提で関係者と調

整する。 

 

３．退会者について 

  服部直樹、服部拓摩メンから 3 月末での退会申

し出があり、これを承認。特別メネット森田紀子

氏からも申し出があり、6 月末とすることを承認し

た。それぞれの在籍期間に対し後期会費（各 1

万円）の納入を求める。 

 

４．故辻先生のお別れ会と追悼文集について 

 3月 17日に召天されたお別れ会（喪主 辻 学氏）

が 5/25（土）13 時から甲東教会で行われる。当日

は、バザーと重なっているため吉田・多胡・今田メ

ンが代表して参列することとした。クラブとして上記

2.に記載の通り 6 月例会において偲ぶ会を計画

する前提で関係者と協議する。また、追悼文集は

その頃に編集する。200 字以内での投稿をよろし

く。 

 

 

 

６．友好クラブの行事について 

  4/27（土）神戸ポートクラブ 被災地支援チャリテ

イーコンサート 神戸栄光教会にて 

  5/11（土）大阪なかのしま・センテニアルクラブ 

ファミリーコンサート、大阪土佐堀 YMCA 

 

７．ブリテンについて 

  長尾メンの編集方針をもとに役割分担・日程を確

認した。 

８．多胡メンの孫メット、石田大樹君、20 歳の STEP

事業参加希望の表明があり、推薦すること承認

した。    

９．その他の報告 

   次年度の諸事業・予算の策定に際し、７～８月 

開催の「選択と集中委員会」の提言をもとに「次期

事業計画検討会」を 5 月 9 日（木）18：00 から西

公民館 301 室で行うことになった。関係各委員の

出席を乞う。 

また、「市民クリスマス継続」の希望があり、関係者

集めて 7 月 9 日（時間・場所未定）に検討会を行

う。市民クリスマス委員の出席を乞う。 

                    書 記 若林成幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

川上孝司氏 京都パレスワイズメンズクラブ 

  

２０１５～１６年  

地域奉仕・環境事業主任 

 

２０１８～１９年  

西日本区京都部部長 

 

 

 

ゲストプロフィール 
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  2019年 4月 24日(水)、京都ブライトンホテルでの

京都パレスクラブ例会に出席しました。大野嘉宏ワ

イズのご依頼で ANAの後輩をスピーカーとしてご紹

介した事でお声がけ頂きました。2年後 50周年を迎

えるクラブですが若いメンバーが各委員会で活躍さ

れ京都らしいと感じました。京都のクラブの例会は進

行形式、服装などきっちり決め事を守っている印象

が強く、改めて背筋を伸ばしたひと時でした。 

スピーカーの藤井千里さんは人材育成、接遇マナ

ー講座を中

心に活躍中

で、今回の内

容は接遇マ

ナーを臨機

応変に使い

分けるセンスや自身のどん底時代に出会った聖書

により「自分らしく生きる」を見つけた話など素晴らし

いものでした。 

偶然にも 20 年位前に講義を受けたと言うメンバ

ーもいて不思議な繋がりにみんなびっくり！私も満

たされた思いで雨の京都から帰って来ました。 

                         石田由美子 

 

 

 

 

 

 

はんしん自立の家の障害者の家族の筍狩りにお

誘いを受け、長尾・多胡・今田で参加してきました。

はじめての体験でブーツ・軍

手・くわなど準備万端整えて、

わくわく。場所は三田郊外「日

本のアルルの丘｛かつてある画

家がゴッホの絵のアルルの丘の

風景に似ていると住んでいた

処｝」の中にある竹藪でした。自

立の家の松中さん、かるがも園の西川さんに教わり、

竹のまわりの深々とつもった枯れ笹をはらうと 1 セン

チ程頭を出した筍が見つかります。根っこの反対側

からくわを入れ固い土を掘ると 10～15 センチぐらい

の筍が収穫できました。平

素慣れない作業はかなり重

労働でした。それでも腰をさ

すりながらの 2時間ほどで 3

人で 30本は収穫できたと思

います。大きめのスーパー

の袋はずしりと重く感じまし

た。分けて持ち帰りすぐに

ゆでにかかりましたが根っこ

の固い部分を除き先の皮をむくと約 3 分の 1 とちょ

んぼりになってしまいました。とても皆様にお分けす

ることは出来ませんでしたが 3 人はそれぞれに小鍋

で調理し新鮮なだけにそれはやわらかく、おいしく

いただきました。              今田和子 

 

 

 

 

１.神戸 YMCA創立 133 周年記念日礼拝 

  神戸 YMCAは創立 133年目を迎える日を覚えて

礼拝を行います。どなたでも参加できます。 

日  時：5月 8日（水）18：30-20：00 

場  所：神戸 YMCA三宮会館チャペル 

メッセージ：若者の幻、老人の夢 

    涌井徹先生（日本キリスト教団兵庫教会） 

    合唱：神戸ＹＭＣＡ混声合唱団「くさぶえ」 

 

２．ユースリーダー委嘱式 

   ＹＭＣＡの活動を担うリーダーの研修と委嘱式を

今年も下記の通り行います。ぜひエールを送っ

てください。またご支援もあわせてお願いします。 

 日  時：5月 12日（日）16：15-17：00 

はんしん自立の家 

    筍掘り 

 

京都パレスクラブ例会出席報

告 
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   場 所：神戸 YMCA三宮会館 

    （リーダーは朝から研修を行っています） 

 

３．神戸ＹＭＣＡ会員総会 

   今年の会員総会は下記通り予定されています。

お覚えください。詳細は後日お伝えします。 

   日  時：6月 29日（土） 

   場  所：神戸 YMCA三宮会館 

 

４.ＹＹＹフェスについて 

   これまで年始に行っていた、ワイズ、スタッフ、リ

ーダーの懇親の会であったＹＹフォーラムです

が、内容を刷新して行うことになりました。詳細

は後日お伝えしますがぜひご予定ください。 

 日  時：9月 7日（土）10：00～16：00 

   場  所：神戸しあわせの村 

 

５.ＹＭＣＡ会費納入のお願い 

   ワイズの皆様は、西日本区定款第３条の２項に

あるように、ＹＭＣＡの会員になっていただくこと

となっています。ＹＭＣＡは年度が４月はじまりと

なっていますので、まだ入会されていない方、新

年度の更新を済まされていない方は、会費納入

をお願いします。 

   年会費は１年間 10,000円（維持会員）からとなっ

ています。何卒ご協力よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 役 員 

会  長        青柳美知子 

副会長         福田宏子  

書  記        若林成幸 

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  

国際・交流主査   武田壽子 

 

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                杉谷和代 

交流・ファンド       石田由美子 

広報(ブリテン) (HP)     長尾 亘   

 

特別事 

業 委 員

長 

ＮＧＯ         鯖尻佳子   

じゃがいも     小林康男 

バザー       長尾 亘 

市民クリスマス 若林成幸 


