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2020～2021 
 
  役 員 
 
 

 

   

12月 
誕生日 

 

会長   若林 成幸 直前会長 多胡 葉子 

副会長  福田 宏子     

書記    武田 寿子     

会計    小林 康男  堀江 裕一   

会計監査 加藤 光信 吉田 明 

連絡主事 谷川 尚   

メネット連絡 福田素子 今田 和子   

六甲部地域奉仕 ・環境  多胡  葉子  

   
谷川友子（15 日） 
今田和子（24 日）  
 

 

例会出席者数    24 名  
在籍会員数      22 名 
出席会員数      18 名 
出 席 率        81.8％  
メイクアップ(内数)   0 名 
メネット・コメット・孫メット 2 名 
ズーム参加        1名、 
ゲスト・ビジター    3 名 
例会充足率      109％ 

 

にこにこＢＯＸ       1,000 円  

       累  計   16,500 円 

ファンド（物品販売）      0 円    

          累  計  12,400円 

                          主 題 ・ 標 語 

国際会長(I P)   Jacob Kristensen(デンマーク)  

    主 題  「価値観、リーダーシップ、エクステンション」 「VALUES, EXTENSION and LEADERSHIP 

      スローガン  「命の川を信じよう」 

アジア太平洋地域会長(AP)  David Lua (シンガポール) 

 主 題   「変化をもたらそう」   Make a difference   

      スローガン  「奮い立たせよう」 

西日本区理事(RD)  古田裕和(京都トゥービー) 

      主 題   Let’s do it now! 

      スローガン  “2022 に向け誇りを持って All is well.” 

六甲部長  安行英文（さんだ） 

      主 題  行動に信念を、信念は行動に Believe in what you do.  Do what you believe in. 

宝塚クラブ会長  若林成幸 

主 題  ポジテイブに考え、ポジテイブに生きる Think and live, positive. 

 
 
 

日  時 ： ２０２０年１２月１６日（水)１8：00 
場  所 ： 日本基督教団 宝塚教会 
会  費  ： 3.000円、 1、2部のみは 1,000円 
第 1部  18：00～18:30  クリスマス礼拝 

            司 会 青柳美知子（宝塚ワイズ） 
開会点鐘   若林成幸会長 

    前 奏       奥村智美 （宝塚教会） 
  ワイズソング  全  員 
  聖  書   マタイによる福音書 2章 1～12節 
  讃美歌    「もろびとこぞりて」 
  お話し    「別の道を通って帰る」 

     宝塚教会 浦上結慈牧師 
   献 金    新・しそう自立の家の建築を覚えて 
   讃美歌    「天なる神には」 
   後 奏 
第 2部 18:30～19:00オルガン・コンサート 
            演奏者 奥村智美さん 
第 3部 19：15～20:15  会食 
   ゲスト・ビジター紹介、 若林成幸会長 

     食前の祈り   全員 
     会  食 
     卓  話      奥村智美さん 
      ビデオ鑑賞  
       YMCAニュース・各委員会報告・誕生日祝い 

閉会点鐘     若林成幸会長 
 
 

今月のテーマ: EMC-E （会員の獲得強化）  
 新しい世代、新しいクラブ設立の為に 
                YES献金を１００％ 

EMC事業主任 竹園 憲二 （鹿児島） 
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聖   句   

      シメオンが“霊”に導かれて神殿の境内に入って来たとき、両親は、幼子のために律法の 

規定どおりにいけにえを献げようとして、イエスを連れて来た。シメオンは幼子を腕に抱き、 

神をたたえて言った。「主よ、今こそあなたは、お言葉どおり／この僕を安らかに去らせて 

くださいます。わたしはこの目であなたの救いを見たからです。 

                                           (ルカ福音書２：２７－３０) 

随   想 

    クリスマスの喜びを味わったのは、夜、野宿していた羊飼いたちや、東の国からやってきた 

占星術の学者たちだけではありません。この聖書の箇所に出て来る老人シメオンもイエスと 

出会ってクリスマスの喜びをかみしめ、神を賛美した人でした。 

    シメオンは救い主が現れるのを長い間、神殿で待っていました。気の遠くなるほどの長い年月を 

待ったのかもしれません。そして遂に、両親に抱かれて神殿にやって来たイエスと出会い、 

赤ちゃんを腕に抱いて神を賛美しました。「幼子（おさなご）を腕に抱き…」。これがシメオンの 

クリスマスでした。 

この「抱く」は元の語では複数形ですから、「両腕に抱く」と訳せます。 

   人は片手で赤ちゃんを受け取ることができるでしょうか。首もすわっていない状態の赤ちゃんです。 

赤ちゃんは片手では受け取れないのです。赤ちゃんが落ちないように、必ず両手で受け取ら 

なければならないほど弱いのです。両手で受け取らねばならないということは、今まで持って 

いたものを地面に置かなければならないということです。細心の注意を払ってでないと赤ちゃんを 

抱くことができません。 

神はイエスを赤ちゃんとしてこの世に送ってくださいました。そのことは、それまで人が手に 

握っていた人殺しのために使う武器を地上に置かなければなりませんでした。 

赤ちゃんのいる世界には本来、戦争はないのです。あってはならないし、戦争が起こるはずは 

ないのです。 

    シメオンは、赤ちゃんの姿となった救い主の存在に、世界中にある戦いをとどめ、平和を造り 

出していこうとなさる神の重たい決断を読み取りました。シメオンは「主よ、今こそあなたは、 

お言葉どおり、この僕を安らかに去らせてくださいます」と賛美しますが、この賛美は、武器に 

よる平和ではなく、赤ちゃんを抱いた時のような平和を届けると宣言された神の決断に対する感謝 

として受け止めることができるのではないでしょうか。 

ああ、その平和が 2000年前に既に来ているのです。私たちはどうしたというのでしょう。 

もう一度、赤ちゃんをこの両腕で抱くその感触を思い出したいのです。両腕で細心の注意を払って 

抱くその感激を思い出したいのです。武器を床の上に置いてです。 

    既に届いているはずの平和を見つめなおすことができますように。 

 

                                   浦上結慈 
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11月も瞬時に過ぎ去り、恐れていたコロナが再燃している。当初、コロナとインフルエンザと

のミックス状態が起きると予想されていたが、インフルエンザの発生は例年に比べ極端に少なく、

コロナの独壇場となっている。世間ではコロナ対策と経済再生 Go toキャンペーンを併走させたも

ののその結果は憂慮すべき事態となってしまった。私事ながら、連休の混雑を避け、青森地方へ観

光旅行と広島へ同窓を尋ねる小旅行を決行し、ホテル代 35％引きに加えお小遣いとして 15％のクー

ポン券付きというお得感一杯の旅を楽しませてもらった。ホテル・飲食店などはいずこも衛生環境

面に工夫を施しており、安心して旅を続けることができたが、紅葉の季節だというのに土産物屋で

も店を閉じているところがあるのには驚いた。考えてみると売る物がないのではなかろうか？ コ

ロナ禍、生産サイドで人手が集まらないためだろうか、作っても販売の目処が立たないので在庫投

資に慎重なためだろうかと想像し、地方経済の疲弊を垣間見ることとなった。 

 

11月例会は、「カルタで学ぶ SDGｓ」を開催。関学

大生２人を招き頭の柔軟体操を交えた楽しい勉強会だっ

た。普段、幼児・小学生対象の教育学を学んでいる学生

が、高齢者集団にどのように接してくれるかという興味

も重なり新鮮な１時間余だった。学びの中で各人がカル

タを作ることになった。幾つかの作品から、SDGｓが狙

う目標が身近にもあることを再認識し、10年 20年先の

孫世代のためにも小さな一歩を踏みだし明るい未来づく

りを始めたい。Think & live, positive! 

早くも１２月、例年なら市民クリスマスの本番を控え期

待と緊張の日々を過ごす時期でもあるが、今年は自粛。代わりに挑戦した代替プログラム「みんな

でつくる One Christmas」が間もなく完成する。YouTube

で 12/18～25に限定配信の予定。ご期待あれ！ 

 

若林成幸 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 雑 感  
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10 月 14 日（水）宝塚市西公民館で 18 時 30 分より会食後 10 月第一例会を行いました。プログラムの流

れの通り若林会長の開会点鐘で始まり、10 月例会より「SDGｓを学ぶ」シリーズで今月は関西学院大学学生の

高尾直輝さんと井上瞳さんからカルタを通して楽しくまなびました。初め

にパワーポイントを通して、「SDGs とは何か？」から始まりました。最近や

っと言葉を色々な所で見かけますが、内容は全く分かりませんでした。日

本での認知度は２７％ともいわれています。 

SDGs（エスディージーズ）とは「Sustainable Dvelopment Goals（維持

可能な開発目標」の略称であり）、2015 年 9 月に国連でのサミットの中で

決められた国際社会共通の目標で有る事をしりました。 

パワーポイントを通

して、１７の目標の説明

をききました。そして、こ

の 17個の目標に対し個

人的であり、企業が、仲

間グループと、地域で、

そして、国が世界が、社

会全体で考える共通の目標あると学びました。 

ここから 4つのグループに分かれ、先ず各自が 17個の目標から一つを選んで、どの様に進めるか、具体

的に言葉に換えてカルタをつくりました。 

最後に各グループの中から代表作を選んで発表しました。例会の後、色々な所で SDGs のポスターが目

に付く様になりました。今回は 2回目です、まだ続きます。     

                 

 

 

 

 

 

 

長尾 亘 

 

１1 月第１例会報告 
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参加者の感想 

【誰一人取り残さない為に、いま自分に出来る事】 

昨日は持続可能な開発目標 SDGsの勉強でした。 

関西学院大学の学生達が、自らアイデアを出してクラウドファインディ

ングで資金を調達して作成した「SDGs カルタ」。作成した学生さんを講

師にお呼びして、一緒にワークショップ。SDGsを熟慮しながら、自分だ

けの SDGsカルタを作りました。 

世界中の人々が、17種類の課題解決の為にそれぞれに出来る 

事を取り組む。一人ひとりに出来る事は小さくても、みんなでやれ 

ば大きな事を成し遂げる。SDGsの達成期限である 2030年まで後 

10年。どんな世界が待っているのだろうか。 

                                                    

風早ひさお 

 

【 １2 月ゲスト ・ プロフィール 】 

奥村智美さん 

ピアノ専門の先生に馴染みの深い名曲をパイプオルガンで演奏していただきま

す。神戸女学院大学音楽学部ピアノ専攻卒業。浅田綾子、チエコ・カサドの各

氏に師事。 1962年兵庫県教育委員会海外派遣奨学金を受け、 ジュリアード音

楽院に入学。E・ストゥヤマン氏に師事。 Postgraduate Diploma を修得し卒

業。帰国後、母校にて指導しながら演奏活動を続ける。 2000年神戸女学院大

学教授を退任。2008年宝塚市民文化賞受賞。 

 

 

 

 

 

 

 

     日  時：11月 11日（水）18：30～20：３０ 西公民館 103号室 

出席者：若林、青柳、石田、小林、武田、多胡、長尾、福田宏、福田素 福家、郡家、橋本、（1２） 

 

協議事項： 

 １．11月例会（11/18）の運営 

     西公民館セミナー室にて、対面叉は Zoom⇒学校の承認待ち、演題：「カルタで楽しく学ぶ SDGｓ」。 

指導：関学大 4回生 高尾直輝・井上 瞳・河村 樹（たつき）さん 

     4～5人のグループに分かれてカルタ遊び、カルタの解説など、机配置グループ用にする。 

 

１1 月第２例会報告 
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 ２．12月クリスマス例会（12/16）の運営（案） 

     場所：日本基督教団 宝塚教会 宝塚市宝梅丁目 4-46 Tel 0797-71-2314 駐車場 3台 

     18:00 第 1部 クリスマス礼拝 献金：しそう自立の家新築を覚えて（席上+クラブ負担） 

18:30 第 2部 ベートーベン生誕 250年記念 オルガン・コンサート 出演：奥村智美さん 

     19:00～20:00 第 3部 会食 卓話：奥村智美さん、動画「One Xmas」試写～15分に圧縮～ 

     来場者：Max30人（1Fホール机 10脚×3人）…食事付き 

但し第 1・2部のみ参加（食事なし）+10名 （Max40人；礼拝堂 20脚×2人） 

     食事：夏鈴のお弁当＠1200（配達料込み）＋マリアンジュのお菓子、紅茶を紙コップで用意 

     会費：（案）3000円、食事なし 1000円 …含む：教会使用２0,000、謝礼 10,000（奏者） 

     その他：司会者長尾、青柳、クリスマス用 プログラム作成（若林） 

 

 ３．各事業委員会報告 

①みんなでつくる One Xmasについて（多胡） 

    ・進捗状況 予定どうり収録、田中氏の予定に合わせて編集、まとめる。11月中に完成予定。 

    ・プログラム作成：コンサートとクリスマス例会を合体、演奏中の写真を入れ記念誌として 

・配布対象：12月例会参加者 40・収録出演者（オケ 9+2，合唱 27，マハロ 18，自立の家 10+3+α） 

ポップン 25・Zoom参加者・12/16誕生日のワイズ・メネット 10人 合計 160 

  ②メネット事業献金(自由献金)について（福田素子） 

     メネット事業主任 吉本典子（熊本ジェーンズ）からの依頼   締切り：2/15 

1． 国内プロジェクト…Yキャンプ 100周年とポジテイブネットに予算どおり 2万円を支援する。 

③NGO動画・写真について（鯖尻） 

    今年のＮＧＯ展は中止になったが、代替案としてＪｃｏｍで動画や写真を配信することになった。 

     写真は２～３枚を募集。締切り：11/30。詳細は福家が後日連絡する。 

 

 ４．その他 

   ①Week4Wasteの取り組み 2021年 4月 18日から 4月 24日まで、ワイズ国際協会の全会員は、 

ゴミ拾いとゴミ問題への意識向上に特化した一週間に参加の提案。⇒（参考）11/19秋の支多々川 

清掃活動（多胡） 

協議の結果当日参加できるものは多胡まで連絡をする。できればワイズのシャツを着用しワイズの地

域貢献をＰＲする。 

   ②神戸 YMCA と六甲部クラブ会長による全体会議 12/7…Y活動・募金報告、1月以降の六甲部の活 

     動 

   ③はんしん自立の家の「新・しそうの家」建築募金に関しての呼びかけ人に宝塚ワイズメンズクラブ多胡

葉子として記載し、協力することを協議、賛同を得た。 

   ④ギブクラブなど毎年恒例のクリスマスプレゼントは中止し、12月プログラムをカードとして送る。 

 ５．ブリテン編集（長尾）別紙にて確認                 以上  

       書記 武田寿子 
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Week4Waste  地域でゴミ拾いの活動に参加 

今年の国際会長の提唱されているワイズのプロジェクトとしてWeek4Waste(ゴミのための週） 

全世界全てのクラブがこれに加わり環境問題を考え、より良い明日を築くために地上からゴミ 

をなくそうとの呼びかけがありました。宝塚クラブではこの提唱を受けてまず小さな活動からということで、そ

れぞれが生活するコミュニティの場でのゴミ拾い活動に参加することから始めるこになりました。 

早速に私の生活するコミュニテ

ィのまちづくり協議会環境部で

「地域の河川に流れ込むゴミの清

掃をする」との呼びかけがあり、１

１月１９日（木）午前１０時から約１

時間、支多々川の河川敷に降り

地域の方々１２〜３人と共にゴミ袋

に１０袋分のゴミを拾いました。 

参加にあたり YMCAのマーク入りトレーナーを着、YMCAマーク入りバッグを抱え自己紹介時にワイズの

取り組みで各メンバーがそれぞれの地域で参加していることを披露しました。 

仁川では福家ワイズ、中山台では風早ワイズがそれぞれの地域で参加。 

まずは第一歩としてのWeek4Wasteの取り組みの小さな地域での活動の報告です。 

 

CS 担当  多胡葉子 

 

 

キャンプ発祥の地を訪ねよう！！ 

                               

11月 8日、キャンプ 100周年記念イベントで、神戸 YMCA「キャンプ発祥の地を訪ねよう」に参加してき

ました。 

YMCAの組織キャンプは 1920年に「兵庫県六甲山麓西宮の北方の南郷山をキャンプ地に選び」開始さ

れたとされているそうです。前日から開催されていたキャンプセミナーにきていた福岡や横浜のキャンプリー

ダーやスタッフと元余島リーダーやその家族など、年齢も 1歳 8か月から後期高齢者のわたくしも含め 20

数名が夙川駅に集合、夙川沿いを甲陽園へ、目神山そして甲山森林公園へとハイキングしました。南郷町,

今は閑静な住宅地になっていますが、そこにある小さな公園がテントを張った場所とか、そこから大岩までか

なり険しい坂道を、子供たちの元気さに励まされ、好天にも恵まれ楽

しくハイクできました。甲山の

ふもとの大岩では記念の写真

をみんなで撮りました。余島で

計画していた 9月のワイズの

シニアキャンプは、来年の 9

月に延期されましたが、ぜひ

実現したいものです。 坂田

主事、はじめ神戸 YMCAのスタッフ、リーダーたちお世話になりました。 

武田 寿子 
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・神戸 YMCAベルクワイアー40周年記念演奏 WEB配信 

神戸 YMCA ベルクワイアーが 神戸初のハンドベルグループとして 1980 年に誕生してから 40 年を迎え

ております。12 月に予定されておりました記念コンサートは中止となりましたが、このたび、40 周年記念演奏

を、「神戸 YMCAベルクワイアー」のホームページ（https://nozandringers.com）から配信されることとなりまし

た。 

「第一回」は、Amazing Grace / Grazioso / Meditation on Beautiful Savior の三曲で、11月 24日から配 

信を始めています。お聴きになりましたら、コンサートにお誘いいただくようなお気持ちで、ご友人などにもご 

案内いただけたら幸いです。 

 

・第 62回神戸市民クリスマス中止のお知らせ 

   「神戸市民クリスマス」は、教派を超えて共なる礼拝を守り、多くの市民の皆さまと共に主のご降誕の喜び 

を分かち合いたいと願い、開催してまいりました。今年で 62回目を迎えるべく、準備を進めておりましたが、 

今年度の実施につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、開催を中止することとい 

たしました。次年度の開催について未定ではございますが、どうか、これまでと変わらぬご支援を賜りますよ 

う、謹んでお願い申し上げます。（神戸市民クリスマス実行委員会） 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍でなかなか季節を感じる事が

出来なかったのですが、毎日通る身近な

所に素晴らしい紅葉が有ります。皆さん秋

を感じましたか！10 月例会、12 月例会と

SDGs の勉強をしました。あまり、知らなか

った事が阪急電車に乗っても紹介してい

ました。そしてクリスマスです。「はんしん自

立の家」玄関のクリスマスツリーです。 

 

 

                （撮影 長尾 亘） 

 

 

編集紀行コーナー 

 

https://nozandringers.com/
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2020−202１ 宝塚ワイズメンズクラブ 事業・特別事業 

事業委員   (委 員 長）     

  Y サ・ユース 福田 宏子 武田 寿子            

  地域・環境 多胡 葉子 風早 寿郎 青柳美知子 

  EMC 鯖尻 佳子 若林 成幸   

  広報・ブリテン 長尾  亘 福家 清美 重松 えみり 

  交流・ファンド 石田由美子 杉谷 和代 
 

 特別    (委員長 )     

事業委員  NGO 連絡協議会 鯖尻 佳子 福家 清美 堀江 裕一 

 
じゃがいも 小林 康男 吉田 明 風早寿郎 

  市民クリスマス 多胡 葉子 長尾 亘 石田由美子 

      〃 
 

若林 成幸   

       （宝塚クラブ銀行口座） 

   銀行名    三菱 UFJ銀行宝塚中山支店 

口座番号   普通預金    4585836 

口座名     宝塚ワイズメンズクラブ 

                 （会計   小林康男） 


