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2020～2021 
 
  役 員 
 
 

 

   

2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  

   
吉田早苗（１０日） 
福田 肇 （１１日）  
風早寿郎（１６日） 
 

 例会出席者数    3１名（ズーム）  
在籍会員数      21 名 
出席会員数      1７名（ズーム） 
出 席 率        80.95％  
メイクアップ(内数)   １ 名 
メネット・コメット・孫メット 3 名（ズーム） 
 
ゲスト・ビジター   １1 名（ズーム） 
例会充足率      142％ 

 

にこにこＢＯＸ          ０ 円  

       累  計   1７,500円 

ファンド（物品販売）      ０ 円    

          累  計  19,90０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. 

 
 
 

２０２１年２月例会 
日  時 ： ２０２１年２月１０日（水)１８：００ 
場  所 ： 宝塚市立西公民館 
会  費  ：  ５００円 
ドライバー  風早寿郎   橋本 唯 

 
開会点鐘    若林成幸 会長 
ワイズソング  全  員 
聖書朗読   加藤光信 
祈   祷   福田宏子 
ゲスト・ビジター紹介   若林成幸会長 
 
お話し   関西学院大学教育学部教授 

湊 秋作さん 

「わたしもやってみよう SDGｓ」 
～自然で、消費活動で～ 

  ＹＭＣＡ報告 
  誕生日のお祝い      若林成幸会長 
  ニコニコファンド 

閉会点鐘     若林成幸会長 
 
 

今月のテーマ:TOF（断食奉仕） CS（地域奉仕） 
            （家庭断食） 
 
一人一人の思いが、環境を守り、命を救います。
全ての献金を忘れずに、 

ご協力をお願いいたします。 
      地域奉仕・環境事業主任 
          藤好基子 （大阪なかのしま） 
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聖   句   

 

     賢者の叱責を聞くのは／愚者の賛美を聞くのにまさる  

コヘレト７章５節 

 

 

随   想 

 

   ヘブライ語聖書(旧約聖書）にある「コヘレト」のこの聖句を読むと思い出すのが、ヴァイツゼッカー 

元大統領の言葉です。 

「過去に目を閉ざす者は、結局のところ、現在にも盲目となります」（「荒野の４０年」から）。 

  歴史を美化し、あったことをなかったように歴史を改竄しようとする動きが活発化していくのは、 

世の常なのでしょうか。時々、質問を受けます。「聖書はどうして、読むに堪えないようなえげつない 

事柄を平気で書くのですか。『聖書』（聖なる書）とはどうしても思えないのですが…」。 

  聖書は人間の悲惨をありのまま残すところなく記します。私も読み続けることにかなりの努力を要する 

ことがあります。人間の理想ではなくて人間の現実を書いているので、聖書の登場人物の中に私が 

重なったりします。そうです、聖書の中にあなたも出てくるのですよ。 

   聖書は、悲惨を背負った人間が神と出会い、神が共にいてくださることを記した書物です。 

「つまらない人生だ」と自分が嫌になるそんな私に神が出会ってくださる、そう示すのが聖書です。 

一生懸命精進して立派な人間なるように勧めるのが聖書の目的ではなく、自分というものが嫌いで 

仕方ない、そんな人に神が介入したことを記すのです。ですから、人間の理想を求めることが救いに 

通じる道ではなく、神と出会うことが救いの道であると説くのですから、どろどろの人間を描かなければ 

なりません。人間の悲惨をあえて隠さないのです。逆に、隠すことが「愚」なのです。 

神は人間の愚の歴史を大切になさいます。 

  実は、聖書を読んでいて、神が唯一できなかったことがあるのを発見しました。人間の歴史を改竄する 

ことでした。それほどまでに神は人間の歴史を大切になさいました。そのために主イエスが十字架に 

かかられなければなりませんでした。人間を大切にするがゆえに、人間の罪の歴史をパッと 

消せなかったのです。歴史を自分勝手に改竄するのは、神ではなく人間のほうでした。 

 「賢者の叱責を聞くのは／愚者の賛美を聞くのにまさる」。アーメン。 

 

                    浦上結慈 
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   会 長 雑 感 

 

 

 

                    

  

新型コロナ対策で 2 回目の「緊急事態宣言」発出後の医療界の困窮具合を憂慮する日々が続く中、

YMCA もワイズも暗中模索の状態を引きずっているようだ。 

去る 1 月 26 日には神戸 YMCA3 人と六甲部８クラブ会長＋パートナーシップ委員 2 人、計 13 人による

ハイブリッド懇談会が行われた。その要点をお知らせしておきたい。 

初めに神戸 Y から、神戸 Y の 2021 年度全体方針（案）要点説明、ピンクシャツデー実施計画とポジテイブネ

ット募金の実績についての説明があった。これに対してワイズ側から、ピンク…の取り組みはワイズとの協働プ

ログラムとして位置づけており、立案段階からYサ委員との連携を改めて要請し、ワイズとしては金銭的な支援

より活動に対する支援でより貢献したいと指摘。また、ポジネット募金については月々の募金報告を行うなどタ

イムリーな情報の共有化が重要との認識を示した。さらに全国的に行われている「Amazon『みんなで応援』プ

ログラム」を取り上げ、「ほしい物リスト」をつくり、ワイズの支援が得られ易いような工夫を施してほしい旨、要請

した。 

引き続き安行六甲部部長から、①評議会を 3 月 28 日（日）夕刻に Zoom によるオンライン形式で行うこと

が報告され、運営の詳細は 2 月 6 日（土）Zoom 会長会で協議することとなった。その後、各クラブ会長から例

会やイベントの開催状況などの報告があった。最後に、パートナーシップ委員から、ポジネット募金（目標1500

万円、実績 1200 万円）の達成のための追加方策やユース世代に対する取り組みについて考えたい旨、発言

があった。 

   会議を終えての個人的な見解。この会議は去る 12 月 7 日に続く第 2 回目であったが、前回の議事要旨

にも某ワイズの発言として、①ワイズは事業面の支援は難しいが運動体としての支援をしたい。②オンラインな

どを使いもっと積極的な取り組みを、いっしょになって行いたい。③募金については、もっとスピード感や頻度

を高めた報告が出来ないか、と記録されているのに、今回もまた「単なる実績報告」と「先々○○したいと考え

ている」という内容で終始し、具体的な提案や方策を巡る協議の場となり得なかったのは如何にも残念であっ

た。 

  

 

会長 若林成幸 

 

 

 

 

                                               

【 ２ 月ゲスト ・ プロフィール 】 

       関西学院大教育学部教授 湊 秋作さん、 

「わたしもやってみよう SDGｓ」～自然で、消費活動で～ 
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１月１３日（水）午後７時から緊急事態宣言故、ＷＥＢによる第１例会が開催された。 

会員１７名、メネット２名、ゲスト３名、東京町田コスモスクラブから松香会長、権藤ワイズ、 

鹿児島クラブから松若会長、中堀国際・交流事業主任、松永九州部部長、園屋ワイズが出席。 

ドライバーは武田ワイズ、若林会長の開会点鐘、ワイズソング（ＣＤ利用）、聖書朗読、祈祷。 

今日のゲストスピーカーのヤマネ生き物研究所の饗場葉留果さんをお迎えして、 

 

国の天然記念物「ニホンヤマネ」の身体の特徴や生態、直面している課題などに関してわかりやす

くお話して頂きました。「不思議の国のアリス」のティーパーティの場面

にヤマネが登場していることや森の木の上で主に暮らす夜行性の動物で

あるため、お腹をぴったり木にくっつけて、木に登りやすいように手が身

体の横から出ているなどの体の特徴、雑食であり、リスやネズミと違って、

硬いエサを食べないために、体に脂肪をためて冬眠し、エサのない寒い時

期を越すこと、冬眠中は身体の弱い部分を守って、エネルギーの消費を最

小限にするために丸まって眠ることなど、スライドを使って、クイズを交えながらお話頂きました。

ヤマネは温度変化の少ない地面の落ち葉の中や雪の中で体温を０℃近くまで下げて冬眠しますが、近

年の温暖化で積雪が減ったり、気温が高くなる時期が早まることで冬眠の期間が短くなったりという

気候変動に伴う変化が起きているそうです。 

ヤマネの取り巻く状況は厳しくなっているそうです。森林、河川、田

畑、植物、ヤマネのような動物、昆虫など全ての生き物は生態系の中に

存在し、関連しているのでヤマネを守る活動というのはそれのみにとど

まらず、私達が生きている環境全体を活動であるということを説明して

頂き、参加者は自分たちに出来る環境を守る活動を行うことでヤマネも

守ることが出来るということについて学びました。 

講演後、石田ワイズ司会のもとＤＢＣの東京町田コスモスクラブ、鹿児島クラブの方々と楽しく交

流。１月お誕生日祝いをして出席者２９名のＷＥＢによる例会は盛会のうちに終わることが出来まし

た。感謝です。                              鯖尻佳子 

１月例会報告 
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１月第２例会報告 

 

 

 

 

 

日   時 ： 2020.1.20（水）13時～15時（コロナ緊急事態宣言を受けて時刻変更） 

場   所 ： 西公民館 105号室 

出 席 者 ： 若林、多胡、石田、長尾、吉田、鯖尻、橋本、武田、 （Zoom 参加） 今田、堀江、杉谷、郡家 

 

議   事 

１．1 月例会の振り返り 

   事前に打ち合わせをし、準備したのがよかった。Wi-Fi の不安定があり注意が必要、講演者の内容が明

確で映像もよかった。広域な参加者とも交流できたのはよかった。課題はパソコンや携帯が使えない会 

員への配慮。   誕生日のお祝いのペンの配送ミスがあった。 

 

２．今後の例会運営 

   2月 10日（水）18：30開会 食事無し ゲスト講師：関学大教育学部教授 湊 秋作氏、 

「わたしもやってみよう SDGｓ」～自然で、消費活動で～ 

場所：パーテイールーム（セミナー室使用不可、パ室の人数制限 18名…18人超の場合はホール？） 

   3月例会 中山迅一氏（神戸ポートクラブ会員）「学ぶ気持ちを地域で育む」（Zoom）に依頼 

       認定 NPO法人理事長中山迅一氏（神戸ポートクラブ会員）確認済み 

 

３．クラブ会計中間報告（小林）別紙にて 

   おおむね順調であるが年会費未納の方に通知する。 

 

４．2021/22国際選挙→◎に投票 

   次期国際会長候補 ： K.C.サミュエル（インド）、エドワード・オン（シンガポール）、 

◎スタイヴァーズ・アピキ（アメリカ・ハワイ） 

   アジア太平洋地域次期会長候補：シルバ（スリランカ）、◎シェン（台湾） 

 

５．各委員会報告 

  ・神戸 YMCA：「日本語スピーチコンテスト」3/3（水）9～12時 Zoom配信、協賛金 5000円支出する。 

  ・1/25（月）「第 2回六甲部とパートナーシップ委員会合同懇談会」Zoom会合、「コロナ禍の Yの課題」 

  ・2/6（土）19～21、六甲部会長・主査 Zoom会議、「クラブの現況・評議会に向けて・その他」 

  ・阪和部会 Zoom例会、2/20（土）14～15時 30分、講演：仙台 YMCA村井総主事「東北大震災の今」、 

Zoom参加料 500円（仙台 YMCAに寄付）。参加申込みはクラブ単位で、石田メンまで。 

   ・京都パレスクラブ 50周年記念例会 3/27→5/23 17時開始（延期）於：京都ホテルオークラ 

  ・希望の凧挙げ及び講演会予定 3月 6日（土） 講演場所：はんしん自立の家 

講 師 ： 古居みずえ氏 フォトジャーナリスト、「パレスチナの詩」映画監督 

     共 催 ： はんしん自立の家、担当：多胡 むこがわ学校及び宝塚 NPOセンターと協賛する。 

  ・One Christmas 収録・編集協力の謝礼として川副氏に２万円を送付する。 
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６．ブリテン編集 （別紙にて長尾から報告） 

 

７．その他 

   アマゾンで必要な商品を寄贈するプログラムがあり、西宮 YMCAなどで必要なものがあれば、宝塚クラブ 

として支援できるので、要望を出していただくことにした。  

書記 武田 寿子 

 

 

 

 

次期及び次々期クラブ役員・事業委員長（内定） 

 

クラブ役員は 12月第 2例会で協議し、1月ブリテンにて主要ポストを報告しましたが、 

各事業委員長についても下記の通り進めたく、ご協力いただきますようお願いします。 

特に、2022/23年度には宝塚クラブが六甲部役員を担当することが決まっており、人材育成を図る観点から早

めに内定したことをご理解下さい。また、個々に配慮すべき事情がある場合はお申し出下さるようお願いしま

す。                                                        会長   若林成幸 

 

 

 2020/21 2021/22 2022/23 

六甲部  Yサ主査 若林 部長 若林 

書記 多胡 

会計 長尾 

会長 

副会長 

書記 

会計 

若林 

福田宏子 

武田 

小林 

福田宏子 

小林 

武田 

小林・長尾 

小林 

郡家 

多胡 

長尾 

Yサ 

CS 

EMC 

交流 

ブリテン 

メネット 

監査 

福田宏子 

多胡 

鯖尻 

石田 

長尾 

福田素子 

加藤・吉田 

若林 

多胡 

長尾 

石田 

長尾・福家 

小林貴美子 

加藤・吉田 

武田 

鯖尻 

長尾 

石田 

福家 

小林貴美子 

加藤、吉田 

NGO 

ジャガイモ 

市民クリスマス 

鯖尻 

小林 

多胡 

鯖尻 

小林 

多胡 

鯖尻 

郡家 

多胡 
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他クラブ訪問 

 

 

 

 

 

鹿児島クラブ例会へ東京町田コスモスクラブと共に参加 

 

  宝塚クラブ 1月例会でトライアングルとしては初顔合わせの３クラブが 6日後の 1月 26日(火)、鹿児島クラ

ブ 1月例会で再び交流の楽しい時間を持ちました。 

東京町田コスモスクラブから松香光夫会長、宝塚からは若林、

多胡、長尾、青柳、石田がオンラインで参加。 

今回は各クラブのメンバーそれぞれが近況や活動についての

コメントを発表し、より近しい存在になったと思います。最高齢の

尾崎慶子ワイズのお顔がみえなかったのが残念です。 

1 年前の思い出深い鹿児島訪問が今となっては嘘のような

毎日ですが、あの後に、このコロナ禍があると言う事実がより深

い結びつきになったと実感しています。 

東京と鹿児島のほぼ中間地の宝塚クラブは今後、3 つのクラブの交流の中継地として大きなお役目を担って

いくのでは、との予感がしました。再び元の生活に戻った時の絆がなお一層楽しみです。 

 

交流事業委員長 石田由美子 

 

宝塚クラブ会長 若林成幸様 

鹿児島クラブの園屋です。 

昨夜の DBC交流は、ありがとうございました。とてもいい交流ができて良かったです。鹿児島クラブの 

メンバーも喜んでおりました。 

 また、「東京町田コスモスクラブ」とも交流できまして、嬉しいご縁をいただきました。 

 これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

 クラブの皆様には若林さんからお礼をお伝え頂ければ幸いです。 

                                            鹿児島クラブ  園屋高志 

 

園屋さま、メール拝受。鹿児島クラブの皆様と親しくお話しが出来、大変嬉しく思いました。コロナへの対 

応に苦戦する中で手にした新たな形での交流、仲間意識が強められたように思います。今後ともよろしく 

お付き合い下さるようにお願いします。クラブの皆様によろしくお伝えください。 

宝塚クラブ会長   若林成幸 
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2021年 揚がれ！希望の凧！  

 

 今年は東北震災、津波、原発災害 10年の追悼の年を迎える。 

 宝塚ワイズで毎年開催している東北支援の揚がれ！希望の凧！プログラムをコロナ禍で中止することなくで

きるだけ実施したいと以下の要領で進んでいます。みなさま覚えてご協力よろしくお願いいたします。 

     日  時  ３月６日（土）午後 

 場  所  はんしん自立の家及び、むこにゃん広場 

     内  容     

〇   凧製作 （ はんしん自立の家） 

〇   凧揚げ  （ 武庫川むこにゃん広場） 

〇   講演会 (  はんしん自立の家） 

〇   フラによるエール（はんしん自立の家） 

                       など。 

( 講演会に関して ) 

    時  間   午後３時から 

    場   所   はんしん自立の家 

 講  師   古居 みずえ氏  

  ・日本のフォトジャーナリスト。 映画監督 

  ・1988年フリージャーナリストとしてパレスチナに渡航。 

  ・ドキュメンタリー映画 

      「ガータ パレスチナの詩」 

      「僕たちは見たガザ・サム二家の子供たち」 

      「飯館村の母ちゃんたち」などを作成し、各地で上映、 

            

 共  催  宝塚ワイズメンズクラブ・はんしん自立の家 

  協  力  武庫川がっこう・宝塚 NPOセンター  

 

                                            担当 CS委員 多胡葉子 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



宝塚ワイズ 2021年 2月号 

YMCAニュース 

《第 12回コミュニカ学院・ 神戸 YMCA日本語スピーチコンテスト》 

今年 12 回目を迎える日本語スピーチコンテストですが、昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を

受け、残念ながら神戸 YMCAのみの開催になりました。本年は、オンラインで、コミュニカ学院との共同開催を

実現すべく準備を進めています。 

このコンテストは、日本語を学ぶ学習者が、日本での経験や見分などをテーマとしてスピーチを行い、日ご

ろの成果を披露するとともに、地域の方々に彼らの存在をより深めていただくことを目的としています。 

日頃よりご支援いただいています皆さまのご参加が、学生たちにとって大きな励みになります。今年は特に

このような状況下の中で、学生たちは自国を離れて生活し、様々な思いを胸に秘めていると思います。ぜひ彼

らの声を聴いていただければ幸いです。参加希望の方は、橋本にお声がけください。よろしくお願いいたしま

す。 

日  時 ： 2021年 3月 3日（水）9:00-12:30 

形  式 ： ZOOMによるオンライン開催 

主  催 ： 神戸 YMCA学院専門学校 / コミュニカ学院 

協  賛 ： 神戸日本語教育協議会 

連  絡 ： 神戸 YMCA学院専門学校 

例年行われてきました「クリスマスキャロルの夕べ」コロナの影響により開催することが出来なかったので

すが、沢山の協力により、編集して YouTube に 1 週間アップしました。其のあと、もう一度みたいと希望され
る方が多く、神戸 YMCA の功力さんの協力で宝塚ワイズのホームページにアップしました。 

（観る方法）    ※Wi-Fi環境の良いところでご覧ください。 

① ワイズメンズ西日本区ホームページ→リンク→六甲部・宝塚ワイズ

② ブリテン表紙の QR コードから入る

③ いずれも宝塚ワイズホームページがアップされ会長の顔写真の下に

出ます。

ブリテン担当 長尾 亘 

編集紀行コーナー 
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２０２０～２１年度後期会費をお願いいたします・ 

会計 小林康男 

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） 


