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2020～2021 
 
  役 員 
 
 

 

   

４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 

担当主事 橋本 唯   

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  

   
 
       な   し 
 
 

 

例会出席者数    20 名（ズーム 3名）  
在籍会員数      22 名 
出席会員数      15 名（ズーム 2名） 
出 席 率        68.2％  
メイクアップ(内数)    0 名 
メネット・コメット・孫メット １名（ズーム１） 
 
ゲスト・ビジター   4名（ズーム 1名） 
例会充足率      90.9％ 

 

にこにこＢＯＸ      8,000 円  

       累  計  30,500 円 

ファンド（物品販売）   3,400 円    

          累  計  23,300 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４月例会 
日  時 ： ２０２１年４月１４日（水)１８：３０ 
場  所 ： 宝塚市立西公民館（ＺＯＯＭ可） 
会   費  ：  １２００円 
ドライバー    福田宏子 多胡葉子 
開会点鐘    若林成幸 会長 
ワイズソング   全  員 
聖書朗読     杉谷和代 
祈   祷     小林康男 
ゲスト・ビジター紹介   若林成幸会長 
会   食  
お 話 し   矢部美紗（やべ みさ）さん 

『真菰と地域コミュニティとの交流』 

     
  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 : YMCAサービス   
           ASF (アレキサンダー奨学資金) 
 
 今期 YMCA と協働した活動を振り返り、次期に 
継続できるクラブの支援をみんなで考えよう。 

 
Y・サユース事業主任 益国隆人 (広島) 

                            

                       

TAKARAZUA 
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ペトロは万感こもる思いを持って、「神は豊かな憐れみにより、わたしたちを新たに

生まれさせ、死者の中からの主イエス・キリストの復活によって、生き生きとした希望を与

え」（3節）と書き出しています。 

 己の弱さのために手痛い経験を経、眠れぬ夜を過ごして来た者の口から出た重みのあ

る文章ではありませんか。出来事は元に戻りません。悔いの中にいたペトロが主イエスの

復活によって示された赦しと憐れみによって立ちあがったのです。しかも「生き生きとした

希望を」持って。それだけでなく、「朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐ者とし

て」の自覚を持ちました（4節）。 

 この「財産」という言葉は主イエスの復活を信じる信仰のことで、「死」という言葉で示そ

うとする「限界」を突き破って希望を持つことができました。これにより、主イエスの復活は

問題解決のシンボル、絶望の中でなおも希望を見いだせるシンボルとなりました。 

 あの時、ペトロは官邸カイアファの庭で裁判にかけられている主イエスのことを「知らな

い」と三度も言ってしまいました。しかし、そんな彼が変わりました。主イエスが復活された

ことが、ペトロを変えていきました。 

 私たちが口にする「主イエスがいつもともにいてくださる」も、復活信仰です。いつでも

どんな時にも主イエスが共にいてくださる。そのことによる慰めと励まし、平安は、私たち

が復活信仰に生きていることのあらわれです。 

 ペトロは主イエスが私たちと共にいてくださるということを伝えたくてたまりません。そん

なペトロの喜びが、イースターの今朝、私たちにも届いています。 

 己の破れ口に立つペトロでしたが、私たちも自分の破れ口に立つことによって出会う復

活のキリストによって、希望に生きる者とされたいです。 

 

 

 

 

聖   句   

        

         神は豊かな憐れみにより、わたしたちを新たに生まれさせ、死者の中からの 

主イエス・キリストの復活によって、生き生きとした希望を与え、また、あなたがたのために 

天に蓄えられている、朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐ者として 

くださいました。                    

ペトロの手紙Ⅰ １章３－４節 
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今年度のクラブ歩みはコロナ禍ながら比較的うまく進められました。過日行われた西日本区フォーラムや

六甲部評議会の発表でも宝塚の報告には目を見張るものがあったと思う。ただ、その活動を紹介するには材

料が多くありすぎて、短時間に話すとなると「項目」だけを羅列するにとどまり、肝心のワイズ面々の知恵や苦

労話、結果に至る物語が隠れてしまった感がある、結局、表現ベタの悔いのみが残ってしまった。そのような

思いでいるとき、故・辻先生の手紙を思い出した。2019年 1月に発行した「30周年記念写真集」について、

先生から 2019.1.22付の手紙を受け取ったまま返事を書くこともなくお別れを迎え、これが遺言となった。3月

17日は先生の命日、お亡くなりになって早くも 2年が経ち、新三田駅近くの城ヶ丘墓地公園の甲東教会墓碑

にその名が刻まれてる。 

   そこで皆さんに提案。6月例会テーマ「評価と引継ぎ」に合わせて、「コロナ禍の 1年を振り返る」文集を

作りたいと思います。字数に制限は設けず、この 1年の経験、思い、出来事などを自由に書いて提出して下さ

い。写真も歓迎。締切りは 5月 20日。6月例会日に総会資料に添えて配布したいと思います。ご協力をお願

いします。                                                若林成幸 

 

 

人生にも明るい面と暗い面、成功した面と失敗の面がある。宝塚ワイズの歴史にも暗い失敗の面がある。 

それを表に出して評価、反省の素材としない限り「歴史」など書く必要はない。（中略） 自分が去った後の 18

年に及ぶ活動を見ても、そこには特筆すべきことが幾つもある。東日本大震災被害者支援と交流のために続

いている武庫川河川敷での凧挙げ、はんしん自立の家の入居者との交流、市民クリスマスへの「ポップンリン

ガーズ」の参加、パラリンピックへの支援と地方大会の開催など。それらが写真群の影に隠れて少しも語りかけ

てこない。歴史を残そう、受け継いでもらおうとする意欲に欠けているからだ。すこし言葉が過ぎたかも知れな

い。それは期待の大きさからの反動でもある。もう一度態勢を立て直して「歴史」を書いて欲しい。宝塚ワイズメ

ンズクラブの歴史には「宝もの」が数多く含まれているからだ。 

2019.1.22 辻 建先生手紙の中から 

 

                                       

【 ４月ゲスト ・ プロフィール 】   

矢部美紗（やべ みさ） 

1963年宝塚生まれ。 

兵庫県立神戸高校、神戸女子薬科大学卒業  

医療の環境に育つが、根本治療の大切さを感じ 

卒後は漢方薬の道へ。 

しかし、子育て中に食事や生活の大切さに気づく。 

近年では、宝塚北部の農村、西谷休耕田にて 

真菰を育て 6次産業化し、真菰茶で健康にと 

他の農家族仲間と活動中。 

地域活動としてラジオ体操、宝塚温泉まつりを立ち上げ主催     

演題『真菰と地域コミュニティとの交流』 

   会 長 雑 感 
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ZOOM参加者の一言 

                                  東京多摩みなみクラブ    田中博之 

久しぶりに例会に参加させていただきました。楽しく、豊かなひとときでした。ありがとうございました。 

また、私の所属する東京多摩みなみクラブの 3月例会は、宝塚クラブの DBCである東京町田コスモスクラブ

そして東京町田スマイリングクラブとの合同例会でしたが、宝塚クラブからも多くの方々にご参加いただき、あ

らためて御礼を申しあげます。 

宝塚出身の私は、会社勤め以来、「東京もん」になってしまいましたが、今でも宝塚の街を愛し、大阪、 

神戸への出張でも宝塚ホテルに泊まり、母国語は関西弁（正確には摂津弁）で、そして宝塚クラブが大好きで

す。これからもどうぞよろしくお願いいたします。早くリアルでも皆さんにお会いしたいです。 

 

 

 

 

3月例会は 3月 10日ゲストスピーカーに神戸ポートワイズメンズクラブの中山迅一さんをオンライン

（ZOOM）で迎え、メンバーはリアル（対面）で例会が行われました。 

京都大学在学中にタイを訪れた事がきっかけに、教育の道を志

し、特に既存の教育機関の外側にある「ちいき」で、人と人とが学び

合える場づくりを進める為に現在の「NPO法人まなびと」を設立さ

れた。そして現在の事業としては学童保育や日本語教室を運営し

ている話から始まった。 

最初は商業施設のベンチから「まなびと」の活動も、現在は神

戸の北野エリアに拠点を構え、腰を据えて複数の活動に取り組とめ

るようになったそうです。 

「場」の重要性を感じ、同じ想いを持つ人が集まり、コミュニティーが形成されました。そのコミュニティーの

特徴は、 

１． 外国人・子ども・学生・社会人といった文化・年齢・性別の多様性 

２． 自分のペースで日本語を勉強したい外国人や日本人の友達がほしい外国人 

３． 自分のペースで勉強したり遊びたい子ども 

４． 自分にできることを見つけたい学生・社会人 

多様性と居場所の共存と、必要な時間と機会を提供するものです。無理やり自分を追い込んで苦しむより、向

こうからやって来るまでゆっくり「待つ」ほうが、得てして効果があるもので、まなびとは、そんな「待つ」ための場

所として、必要とされる存在になりたいと考えて設立されました。既存の教育機関の外側にある「ちいき」で、人

と人とが学び合える場づくりの為の「NPO法人まなびと」への思いを熱く話されました。 

 

                                                      長尾  亘 

 

 

３月例会報告 
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日 時 ： 3月 17日（水）13～15時 

場 所 ： 西公民館 105号室 

出席者 ： 青柳、石田、今田、鯖尻、武田、多胡、福田ヒ、若林、郡家、吉田、長尾、橋本（Zoom） 

 

 

議 題 

１．例会運営 

  4月 14日（水）18:30 卓話：矢部美紗氏「西谷地区での真菰茶の普及活動」（仮題） 

  5月 12日（水）18:30 卓話：福島 旭氏（関学中教諭・宗教家）「 未定 」 

  6月 9日（水）18:30  評価と引継ぎ 

 

2．今後の例会進行を整理 

  コロナ禍、緊急事態宣言解除後の例会運営について協議した。 

その結果、第 1例会は従前の状態に戻し、18時 30分開会、食事、19時からプログラム開始とする。（個人 

の都合で食事不要の場合は事前に申し出ること）。15人以上申し込みがある場合は公民館レストランの弁 

当とし、会費 1000円とする。14人以下の場合は他の仕出し業者に注文し、会費 1２００円とする。 

また、第 2例会は、4，5，6月は 13～15時とし、その後は次期役員で検討する。 

  

 

３．六甲部評議会（WEB会合）…（資料は 3/11 ワイズ MLで発信スミ） 

  ①日時：3月 28日（日）14時～16時 

   【報告内容】 部会計、各主査・各クラブ会長（宝塚 14:50から 3分間）・パートナシップ委員会の活動 

            次期六甲部長（大野智恵ワイズ）の活動方針・計画 

   【協議事項】 承認を求める議案 ①次々期部長（宝塚・若林）、②デジタル化促進小委員会の設置  

   【評議会の成立】 部規約により全クラブ構成員の 1/3 → 46/137人で成立。 

   【議決方法】 協議事項は事前にクラブ単位で集約し 3/24 までに六甲部書記へ報告、 

3/28集約結果発表。 

  ②宝塚クラブのWEB参加予定：第 2例会出席者から 10名、 

  ③協議事項の賛否（第 2例会出席者による投票） 

          A.六甲部次々期部長に若林成幸 …賛成 11名、反対 0名 

          B.デジタル化促進小委員会の設置…賛成 10人、反対１人 

  ④第 2例会に欠席された方は次の項目について若林宛メールを下さい。（3/24 までに） 

          ①3/28WEB評議会に参加可能な方 

          ②上記③協議事項の A,Bについての賛否 

 

 

３月第２例会報告 
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４．西日本区大会について…西日本区 HP、第 56回西日本区大会で検索 

  日 時 ： 6月 5日（土）14～17：15西日本区大会・17：30～20懇親会・20～22フェローシップアワー 

           ６日（日）9~9:45礼拝・10～12：30大会 2日目、エクスカーション（希望者のみ） 

  場 所 ： ウェスティン都ホテル京都  

  参加費 ：大会・懇親会 20,000円、メネットアワー2,500円、フェローシップ 3,000円、WEB参加 5,000円 

         参加申込み（係：石田ワイズ）参加予定者…若林、石田、多胡、郡家、鯖尻、長尾、福田（宏） 

 

５．その他の動き 

 ①西日本区フォーラム…3/27（土）15～17時、Zoom会議、各部の現状紹介で宝塚クラブが 

実績発表（多胡） 

 ②神戸ポート…被災地支援チャリテイーコンサート、5月 1日（土）14～15：30 神戸栄光教会 1,000円 

  宝塚ゾリスデンのコンサートと重なるため、チャリティー献金として 5000円をクラブから出す。 

 ③西神戸…創立 60周年記念例会、5月 15日（土） 舞子ビラ、詳細別途 

 ④アジア・太平洋地域大会、8/13～15、台湾・台南市→中止叉はWEB 

 ⑤国際大会…2022.8.11～14、ハワイ・ホノルル は 5月半ばに参加希望者のアンケートが来る予定でそれ

によって開催可否が決定される。 

 ⑥京都パレスクラブの 50周年が京都オークラホテル、5月 23日（日）5時 30分から、出席希望者は石田ワ

イズまで連絡する。 

 

６．ブリテン編集 別紙に従い担当を決めた。 

                                     書 記  武田寿子 

 

 

 

 

 

 

西本区フォーラムが 3月 27日（土）ZOOM会議で行われました。ねらいはワイズ 100周年、西日本区 25

周年に向け、メンバーの機運を高め、コロナ禍の中ワイズムーブメントを高める方法を見つけ、各種の会が制

限される中多くのメンバーが顔を合わせる機会を持つために ZOOM で行われました。六甲部活動報告で安

行部長の代わりに、部を代表して、多胡葉子ワイズが宝塚ワイズの活動を中心に報告をしました。 

                                                    長尾  亘 

 

    西日本区フォーラム 
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3 月 28 日 14時からオンライン（ZOOM）2020～2021 年度六甲部第 2回評議会が行われました。安行六甲

部部長か中間報告があり、予定通り第一部は会計報告、事業主査、委員長、各クラブ会長中間報告がありま

した。続いて次期部長方針・活動計画の報告がありました。 

第二部は協議事項があり、ZOOM 禍で事前に賛否がとられ報告になりました。第１号議案２２－２３年度次期

部長に宝塚クラブ若林成幸ワイズが選ばれました。第二号議案デジタル化促進小委員会設立に対して賛成

多数で提案者に一任することが決まりました。予定通り無事終わりました。 

                                                    長尾  亘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍の中で各方面での行事が自粛、中止との知らせが入る中、毎年続けてきた大空に凧をあげて 

東北震災被災者への寄り添いの気持ちを届ける行事をはんしん自立の家と共

催、武庫川がっこう、宝塚 NPOセンターと協力のもと３月６日（土）午後 2時か

ら以下の通り開催した。 

今回のコロナ禍で新い取り組みとして長尾亘、橋本唯 両ワイズによるオ

ンラインで映像が同時発信され、また Zoomによる参加も実施された。 

   第一部は 2時から 2時 30分の間、むこにゃん広場で参加者３０人ととも

に被災地の方々へ寄り添いの気持を大空に凧をあげて届けた。オンラインで

参加してくださった方々からも「凧が高く舞い上がりましたね」とのメッセージが

入っていました。 

   

                                               「ガザの空から」➡ 

東北支援追悼 10年  

揚がれ！希望の凧！ 

六甲部評議会 
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 第二部は 2時 46分から被災地の 10年目の追悼の日を覚えて全員の黙祷から始まった。 

そしてフォトジャーナリストの古居みずえ氏から「望郷の地 パレスチナと福

島と」と題して講演を聞いた。 

古居みずえ氏はパレスチナに入りガザ地方の子供や女性に寄り添ったドキ

ュメント映画と、福島原発で避難を余儀なくされた二人の女性を映像を通し

てのその苦難の日々のドキュメント映画を制作された内容を今回は映像は

見られなかったが、写真を映し出しての説明であった。素晴らしいそれぞれ

の表情が捉えられている写真の数々に引き込まれた。 

最後には自立の家で練習を積んでいる石田由美子ワイズ指導のフラ

が入居者の方々とともに東北支援ソング

「花は咲く」を歌いながら踊られ、東北被

災者の方々へフラと歌のエールで締め括

られた。 

はんしん自立の家での参加者は入居者

の方々を含めて８５人、そして Zoomでの参加者が２０人と多くの方々ととも

に被災地支援プログラムができたことはとても感謝であった。  

                                                         多胡葉子 

                                                             

 

 

 

 

東日本区東新部 3 クラブ合同オンライン例会参加報告 

 宝塚の DBCである東京町田コスモスクラブが 3月 8日(月)19時から東京多摩みなみ、東京町田スマイリン

グクラブとの合同例会にご招待頂いたので長尾、多胡両ワイズと共にオンライン参加しました。東日本区他ク

ラブからも参加があり石巻広域クラブの清水弘一ワイズの「3.11東日本大震災から 10年、そしてこれから」と

言う題でお話を聞きました。 

清水ワイズは 10年前の東日本大震災発災当初から中心となって被災者・被災地の支援活動を行ってこられ

た西日本区でもお馴染みのワイズメンです。被災地の現状を知る事が出来、私達もささやかながら出来る範

囲の支援を続けたいと思いました。 

私にとっては 2年前の仙台でのアジア太平洋地域大会以来の再会のワイズが何人か見え懐かしい思いで

した。参加者合計は 38名との事、オンラインならではの企画でした。      

石田 由美子 

 

 

 

 

 

他クラブ訪問 
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                        鹿児島クラブ 3月ＺＯＯＭ例会 

          （参加者） 若林会長 多胡ワイズ、福田（宏）ワイズ、石田ワイズ、長尾ワイズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YMCAニュース 

１．イースター早天礼拝：中止 

神戸 YMCA創立 134周年記念日礼拝：5/8（土）調整中 

 

２．人事消息 

 神戸ＹＭＣＡ内で異動などがありました。皆さんに関係あるところを中心にお伝えします。 

・ 三島浩司さん 姫路 YMCAから帰任し、神戸学園都市 YMCA こども園へ 

・ 間勝也さん（神戸ワイズ担当主事） 西宮 YMCAへ 

宝塚ワイズ担当主事は、谷川尚さんから橋本へ変わります。初めて連絡主事を担わせていただきますので、

何かとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、1年間よろしくお願い致します。 

 

３．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口 5,000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。 

 

                                           担当主事      橋本  唯 

 

 

 



 宝塚ワイズ 2021年 4 月号  

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

今年もバレンタインチョコを宝塚花組から頂きました。 

そして男組からもホワイトデーを忘れずお返しができました。 

コロナ禍で ZOOM ミーティングを例会、会議に使うクラブが増えてきました。 

宝塚クラブのブリテンにも参加の写真を載せています。 

                          ブリテン     長尾  亘 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０～２１年度後期会費をお願いいたします・ 

              会計 小林康男 

 

 

 

 

 

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） 

編集紀行コーナー 

 


