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202１～2022 
 
  役 員 
 
 

 

   

７月 
誕生日 

 

会長      福田宏子 

副会長    小林康男       

書記       武田寿子 

会計       小林康男 郡家 学 

会計監査 加藤光信 吉田 明 

担当主事 橋本 唯  

メネット連絡  小林貴美子 

六甲部Ｙ‘サ 若林 成幸  

 
   該当者なし 

 例会出席者数    23 名（ズーム 4 名）  
在籍会員数      22 名 
出席会員数      17 名（ズーム 1 名） 
出 席 率        77.2％  
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 0） 
ゲスト・ビジター   5 名（ズーム 3 名） 
例会充足率      104.5％ 
 

にこにこＢＯＸ      5,000 円  

       累  計  40,500 円 

ファンド（物品販売）  27,071 円    

          累  計  49.371 円 

                          主 題 ・ 標 語 

国際会長(I P)    Kim Sanche (Korea)  

    主 題      世界とともにワイズメン  Y’s Men with the World  

      スローガン  愛と尊厳で世界を癒やそう Heal the World with Love & Dignity 

アジア太平洋地域会長(AP)  大野 勉（神戸ポート） 

 主 題     100 年を超えて変革しよう Make a difference beyond the 100th 

      スローガン  健康第一！ Be healty! 

西日本区理事(RD) 新山兼司（京都トップス） 

      主 題  未来への挑戦  Challenges for the future 

      スローガン  羽ばたこう！2022 年ワイズ 100 周年に向かって 

六甲部長  大野智恵（神戸ポート） 

      主 題  寄り添い、分かち合い～『三方よしで、みんな笑顔』 

                     Snuggle up and share with you～“Smile on each side” 

宝塚クラブ会長  福田宏子 

主 題  健やかに、多くを愛でて、朗らかに  Live well, Love much ,Laugh often! 

 
 
 

２０２１年７月例会 
日  時 ： ２０２１年７月 14 日（水)１８：３０ 
場  所 ： 宝塚市立西公民館（ＺＯＯＭ可） 
会   費  ：   １，２００円 
ドライバー    長尾 亘 多胡葉子 
開会点鐘     若林成幸直前会長 
ワイズソング   全  員 
聖書朗読     小林康男 
祈   祷     吉田 明 
ゲスト・ビジター紹介  若林成幸直前会長 
役員交代式 
六甲部部長訪問  大野 智恵部長 
会   食  
総   会 

      １）新年度活動方針 

      ２）決算報告 ３）予算審議 

  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      福田宏子会長 
 

今月のテーマ : キックオフ 
健やかに、多くを愛でて、朗らかに  
  Live well, Love much ,Laugh often! 
 

      福田宏子  宝塚クラブ  会長 
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聖   句 

           

 「主は、国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。」 

（イザヤ書 ２：４a） 

 

 

随   想 

    

今年も夏が近づいてきました。日本各地で戦時の空襲を覚える平和祈念日から 

８月の原爆・終戦に至る平和祈念の季節を迎えていることと思います。福岡でも 

６月１９日の福岡大空襲を記念する福岡平和祈念日が制定されています。 

当日の深夜から未明にかけて続いたアメリカ軍のＢ２９爆撃機２３９機による 

焼夷弾投下によって、福岡市中心部はほとんどの家屋が焼失、千名以上の犠牲者を 

出しました。 

ところがこの犠牲者の中に、なぜか市内から遠く離れた村（糸島の雷山村）の 

８名が含まれています。どうしてそんなにポツンと離れた田舎の村に犠牲者が出た 

のでしょうか。当日は梅雨の晴間で月光が近くの背振山の影を浮かびあがらせていた 

らしく、それを目視で投下していた爆撃手が博多湾の海岸線と見間違えたことによる 

そうです。つまり「誤爆」です。静かな村で山林を育て、畑を耕しながら暮らして 

いたであろう８人の人たちは、こういう理不尽な理由で突然命を奪われたのでした。 

シリアやパレスチナで同じことが今も起こっています。こういう想定外のことが 

必ず起こるのが戦争です。敵を倒すためならそんな犠牲が出ても、仕方がないことに 

できるのが戦争ですから、政府や軍は攻撃を正当化しますが、その陰で犠牲になるのは 

軍事行動とは関係のない人々です。戦争はそれを起す人と犠牲になる人がいつも 

たいてい別なのです。だから、そもそも戦争の犠牲は全てが理不尽なものという 

べきでしょう。 

戦争については、いかなる正当化もゆるされない。そういう決意を新たにすべき 

季節だと思います。 

                                 金田俊郎 
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              健やかに、多くを愛でて、朗らかに！ 

                   Live well,  Love much,  Laugh often! 
  

  2021～2022 年度のクラブ会長を拝命し、いつ収束かも知れぬ、この異常なコロナ禍の 

状況の下、新たな緊張と不安が常に頭の中にさまよい続けているのは、否定できません。 

従来なされてきた、様々な活動が、この状況下でどのくらい実現できるのか？ 否,何か

ほかの新しい方法はないものか等・・・でも思い悩んでばかりでは、先が見えない・・・ 

ええ～～い、こんな時期だからこそ気分だけでも、180 度切り換えて、前向きに楽しく前

進しようという気持ちになりました。 

 ここで、以前、関わりの多かった若者達、今や 40 歳を迎え、様々な分野で活躍の様

子！彼らに焦点を当てて、彼らの働き、現状, 抱負、屈託のない意見等を拝聴し、刺

激、教え等を請い、新しい可能性を模索し元気で挑戦できればと願っている次第です。 

 皆様の暖かいご支援を願いつつ、また過去のことをも顧みつつ、元気で楽しく共に 

前進、挑戦できますことを心より願っている次第です。 

                                              会 長  福田 宏子 

 

 

                                       

 

  

今年度最終例会はコロナ緊急宣言の下、小林西公民館で、メンバー 名、対面参加ゲストの丸茂

幸さんと田中富基さん、オンライン参加ビジターが IBCの鹿児島クラブの中堀清哲国際・交流交流主

任、園屋高志書記、東京多摩みなみクラブの石田孝次ワイズなどを迎えて和やかに開会されました。 

会長点鐘、開会挨拶があり、会長から西日本区大会が無事終了し、宝塚からは、若林会長、多胡、

石田ワイズが出席、そのほか会員の Zoom参加への感謝と大会の概要についての報告がありました。 

宝塚クラブは西日本区優秀クラブ賞を、またＹサ・ユース献金、CS献金優秀クラブ、地域奉仕・環境

事業特別賞など数々の賞を授与され、コロナ禍の制限が多い中でも会員の協力のもとにワイズの活動

が工夫を凝らし進められたことが認められたと大変うれしい報告がありまし

た。今年度のポジティブに考え、ポジティブに生きる主題が着実に生かされた 1

年であり、会長のリーダーシップの下、各会員がそれぞれの役目を果たしたクラ

ブライフが評価されたことはうれしいかぎりでした。ハイブリットでの大会は、

会員同士の話し合がスムースにできない、食事がないなどいろいろ制限はあっ

たが、大会が無事開催されたことへの感謝が延べられました。 

   次に一年の歩みを振り返る会長報告があり、各委員会からⅠ年間の活動報

告がなされました。 

また、会長発案の「私はコロナ禍を斯く生きた」の小冊子発行については、会員

   会長就任挨拶 

6 月例会報告 
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全員の原稿が集められ、会員それぞれが困難な時をいかに克服し前向きにとらえ工夫を凝らし活動し

たかの貴重な記録で、例会ではそれぞれの会員が原稿への思いを発表した。 

                                武田 寿子 

 

 

 

 

 

 

日 時：6月 16日（水）13：00～15：00 

場 所：西公民館パーテイルーム 

出席者：長尾、石田、今田、多胡、武田、橋本、福田宏子、吉田、小林、若林 

議 事： 

１.今後の例会 

①7月 14日（水）キックオフ例会 役員交代式・年度方針計画発表・会計報告など 

6時 30分開会、お弁当を予定、会費 1000円、会場はスクール形式で準備する。 

次期六甲部長 大野智恵ワイズの部長訪問を打診する。 

下記「準会員制」が承認された場合、該当者の認定式（会員の入会式に準じる）を行う。 

  ②非常事態宣言解除後の例会運営は新役員で協議。次年度福田会長は 8月以降のプログラムにつ 

いてできるだけ、異業種の若い世代のスピーカーに声をかけワイズに興味を持ってもらえるよ 

うにしたい。できれば一回は宝塚ホテルで会合を持ちたいので、検討課題にする。 

 

２．準会員制の新設について協議し、以下のことを 7月の総会に提案・審議することになった。 

   ・イメージ 例会 3 回以上出席のゲスト  会員になる  

遠隔地に居住の希望者    準会員になる（将来、会員になることも可） 

                       ゲストのまま 

   ・趣旨：クラブの趣旨・目的に賛同するが、遠隔地に居住叉は個人的事情により会員になるこ 

とが適わない者で、会員の推薦により役員会が認めた者をアソシエイトという。 

   ・呼称：アソシエイト（associate、仕事仲間・提携者・同僚・友人・朋友・准会員の意 ） 

   ・権利：例会・Zoom・イベント、ファンド、誕生祝い・にこにこ、ブリテン投稿など会員に準 

ずる 

   ・義務：入会金・会費は不要。例会費徴収、神戸 YMCA維持会員（年会費 5000円）を推奨 

    ・関連：高齢・遠隔地等の理由で会員としての活動が困難となった会員がアソシエイトへの変 

更を申し出た場合は、役員会で協議する 

   ・内規：クラブ会則第 1条（会員・広義会員・功労会員）に照らし「内規」を定める   

 

３．ブリテンは別紙にて、長尾ワイズより説明と依頼があった。 

 

４．六甲部評議会 

     次期六甲部第 1 回評議会は、今回も書面による開催となった。 

6 月 30 日（水） 議案提案書回収締切り 

6 月第２例会報告 
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7 月 10 日（土） 第 1 回評議会資料配信（会長宛、会長からクラブメンバーへ） 

7 月 17 日（土） 第 1 回評議会議案説明会（リモート、アクセス方法は後日連絡） 

7 月 20 日（火） 説明会議事録配信（会長宛、会長からクラブメンバーへ） 

7/17~31 各自書面評決（会長へ提出、会長が取りまとめて六甲部書記へ） 

7 月 31 日（土） 評決書送信締切り 

8 月上旬 第 1 回評議会議案議決結果報告（会長宛、会長からクラブメンバーへ） 

 

５．その他 

①次期六甲部Ｙサ主査として若林ワイズから現状と今後の課題の説明があった。 

②「アジア・太平洋地域憲法」「同ガイドライン」の改正問題について 6/12に Townhall  

Meetingが Zoomで行われ改正の目的、条文の問題点等が話し合われた。近く改正（案） 

が賛否投票が行われる。                        

書記 武田寿子   

 

 

 

 

 

 

                 東京多摩みなみクラブ 石田  孝次 

私は、5年前に東日本区東新部に新しく誕生した東京多摩みなみワイズメンズクラブのチャター

メンバーとして入会し、右も左も全く分かっていない私が、なぜか初代会長に

祭り上げられてしまいました。そのチャーターナイトの式典に貴クラブの石田

由美子様（ゆみ姉さん）が宝塚からご参加下さりました。会長として丁重にご

挨拶したのが切っ掛けで、また、同じ姓でもありその後も FBなどを通じて親

しくさせていただいております。私にとって「宝塚」は、特別な響きがありま

す。「あこがれ」「雅」「気品」を感じさせ、貴クラブの代名詞でもある「宝塚

花組」の文字を見ると、ときめきがなりやまず心臓に悪いです。(笑) 

そんな宝塚クラブさんの例会に ZOOMで参加し、例会の様子を垣間見るこ

とができました。この様な関りは、コロナ禍の現実がなければ想像だにしない

事態です。「災い転じて」ではありませんが、ポジティブに考えるとワイズの活動や組織運営、メン

バー相互のコミュニケーションの在り方が、根本から変わり夢の世界が広がります。物理的な距離

を埋め、「移動」と言う困難を解消し、インターネット空欄を介してまさに「時空を超えた」コミュ

ニケーションの輪が広がります。 

我がクラブでは、今、ZOOMを使ったプランター栽培のオンライン講座を実験中です。また、そ

の延長上で Well-beingの考え方を切り口に地域 CS活動に新たな試みを模索中です。入口となるア

クセスのあり方、居場所作り、ボランティア活動の関わり方、コミュニケーション方法、メッセー

ジの発信方法など新たなワイズの活動、そして、新しい仲間を誘う機会としてムーブメントを起こ

すきっかけになればと願っております。貴クラブの益々の発展と今後とも ZOOMを介した交流の機会

が増えることを念じております。 

 

ZOOM 参加一言 
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(8月スピーカー・プロフィール) 

阪上 広樹 

SAKAUE HIROKI 

株式会社 Teijuen代表取締役 

関西学院大学商学部卒。千葉大学大学院卒。農学修士。 

樹木医。１級造園施工管理技士。森林セラピスト。 

2006年より宝塚市山本の「庭樹園」にて植木屋・庭師として従事。 

2018年に株式会社 Teijuen を設立し、現職。 

（題 目） 

「緑が人に与える健康効果について」 

 

 

 

 

 

 

第 24 回 西日本区大会を終えて 

                                                    

去る 6 月 5～6 日、第 24 回 西日本区大会京都大会がウエステイン都ホテルにて開催されました。新型

コロナ感染拡大非常事態宣言が出ている中、安全確保がどのようにでき

ているのかをチェックする半ば査察官のような気持ちでの参加となりまし

た。玄関から会場に至る随所に検温・消毒ポイントが置かれ、また、代議

員会や本大会は所定のプログラムのエッセンスを淡々と進めるところに

キャビネットの苦労を感じました。マスクとデイスタンスの大会で会話や食

事が制限されていては、例年のような活気溢れる雰囲気はなく物足りな

さを感じましたが、これを年度替わりのけじめとして行うことの意義は充分

にあったと思います。参加登録は約 800 人、内リアル参加は 300 人、そ

の多数は地元、京都部の面々が占めていました。宝塚クラブからは、若林・多胡・石田が参加し、数名は自宅

Zoom での参加でした。私は、クラブ代表として代議員会から出席し、多胡・石田ワイズは「真菰茶」販売に忙

しく動いていました。 

大会 2 日目のハイライトは優秀クラブ賞の発表。 最優秀クラブ賞に京都ウエスト

クラブ、優秀クラブ賞に姫路グローバルクラブと宝塚クラブが選ばれ、大きな拍手で祝

福を受けました。京都ウエストクラブ（在籍 40 人）は、1980 年チャーターで、まさしく老

舗の大企業という印象です。また、姫路グローバルクラブ（在籍 9 人）は、姫路 YMCA

の規模縮小後も地道な活動を維持し、昨年 11 月「ひとり親家庭のお子さま限定 30

人『楽しさいっぱいデイキャンプ』を実施、地元の新聞に取り上げられ、姫路市を中心

とした兵庫県内南西部でのワイズ活動や YMCA 知名度向上に貢献したことが評価さ

れました。弱小クラブでありながら一丸となって取り組まれたことを喜びたいと思いまし

た。我が宝塚クラブは、コロナの影響を受け例会や諸イベントの中止が叫ばれる中、

        直前会長挨拶 
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通年と変わらない、むしろ、平常時には気がつかないところに目を向け、時

流に乗ってデジタル技術を取り入れ新たな境地を開き、地域奉仕優秀賞・交

流促進優秀賞という栄誉を得ることができました。皆さんの情熱と努力の賜で

す。皆さん、おめでとうございます、そしてありがとうございました。 

兵庫県の２クラブが優秀賞を獲得したことを祝って、姫路グローバルクラ

ブの橋崎恵子会長とご機嫌の写真を撮りました。 

 

                                                  若林成幸 

 

 

 

 

 

   宝塚北部の農村地帯で自然栽培された

イネ科の植物、真菰を焙煎して商品化された

真菰茶をこの度宝塚クラブの新しいファンド

商品として販売する事になりました。 

きっかけは 4 月例会のゲストスピーカー、矢

部美紗さんの講演でした。 

環境にも優しく育てやすい日本古来の植物

に着目しお茶やその他の食品で私達の健康

向上に有意義な提案をされているお話に出

席者一同、大きな感銘を受けました。 

   それなら私達も！と言う訳で矢部さんの

強力なご協力で即ファンド事業活動スタート

です。 

癖のない味、使用後土に還るテトラパック、お洒落なパッケージ等きっと人気商品になるでしょう。10 袋入り

500 円、25 袋入り 1,000 円とお値段も可愛いです。 

コロナが少し落ち着いてこの秋各部部会がリアルで開かれるようであればどんどん宣伝して行きたいです。 

   当分購入はファンド担当の石田宛メールで受け付けています。PR 用のチラシも出来ました。真菰茶を通

して新たな交流を期待しています。 

 

国際・交流・ファンド事業委員長 石田 由美子 

 

西日本区大会でファンド真菰茶販売の初お目見え 

 

西日本区大会で物品ブース申し込みの受付をしているとの報が入り我がクラブでファンドとし

て取り汲み出した真菰茶を販売することで物品ブースの申し込みをした。 

準備のために真菰茶の袋詰め、シール貼り、リーフレット作りなどと販売のための準備をし、 

大 20袋、小 100袋を参加者若林会長、石田、多胡ワイズの 3人で大会当日 10時ごろには会場のウ

エスティンホテルに着くようにして運んだ。 

 新しいファンド商品「真菰茶」ご紹介 
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会場前には物品ブースが３席設けられていたが、実際は京都 ZRROクラブと宝塚クラブの二店舗

のみの出店だった。大会への参加者は約 300人。本当に

1年ぶりの対面式の大会に懐かしい顔、顔。真菰茶の珍

しさも手伝って、多くの方々が立ち寄ってくださって、

我々は真菰茶の蘊蓄を語りながらの賑やかな交流を楽し

み、お買い上げいただいた。やはり石田ワイズの知名度

は素晴らしいもので、この店の前は黙って通ることは出

来ないと多くの方々がお店に寄ってくださったこととお

店が二ブースしかなかったことは売り上げにつながっ

た。 

1日目で売り切ることは叶わず二日目も販売。おか

げさまでほぼ完売。西日本区大会でのみのファンド事業としての収益は約３万円を超えるものとな

った。ファンドとしての真菰茶は持ち運びに軽い。そしてその効用は自信持って説明可能。今後の

ファンドとしての各所での売り上げが期待される。   

                                     多胡葉子 

 

 

 

 

  コロナ禍で、各六甲部の事業が対面式ではほとんど開催されなかった中で、今期最終の月にな

る 6月 19日（土）に神戸西クラブ大田厚三郎六甲部メネット主査の呼びかけで講演会が開催され

た。人数制限がなされた中での開催だったが、宝塚から若林会

長、石田ワイズ、多胡の 3人を含む 13人が出席した。会場は長田

区文化センター。 

講演会の講師はマナ助産院院長の永原郁子先生。永原先生は

2019年の 10月に宝塚クラブの例会にスピーカーとしてお迎えを

しお話を伺った。 

先生は助産院の院長としてのお働きだけでなく、思いがけない妊

娠で精神的、経済的、社会的、家庭的にと多くの問題をかかえた

女性を受け止めかけがいのない小さな命の誕生を支援されておられる。宝塚の例会時に伺ったその

お話はとても印象深かった。その時に小さな命のドアの働きとともに、行き

場のない母子のマタニティホームの建設の夢も語られた。それが実現し出産

から自立への支援をされてのご活躍を今回の講演会でお聞きすることができ

た。そしてコロナが収束した時には困難、苦しみ、不安などを抱えた若い女

性の憩いの場としてもマタニティホームが生かされるようにしたいと次の目

標も語られた。そのバイタリティと尊いお働きにますます感動を覚えた。素

晴らしいメネット事業の講演会がコロナ禍のために少数の参加者だったこと

はとても残念だった。帰りは長田駅前のシンボル、鉄人 28号モニュメント

前で 3人の宝塚クラブメンバーは大野智恵次期部長と共に記念撮影楽しん

だ。                                                                  多胡葉子 

                                       

六甲部メネット事業講演会に参加 
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YMCA ニュース 

6/26（土）に神戸 YMCA 大会が行われました。総勢７０名の会員の方々がオンライン上に集い、

2020 年度の報告や 2021 年度の方針・計画(総会)を聞きました。コロナ禍での神戸 YMCA の取り組み

を、パワーポイントや動画を用いて報告がなされました。最後は、約５名の小グループに分かれて、

２０分ほど分かち合いの時をもちました。YMCAのこれからの歩みとして、私たちは何のために集まる

のか、「こんなことをしたい」を実現していく、創造していく YMCAであり続けるためにはどうしたら

いいのか、という問いかけを中道理事長よりいただきました。私たちは YMCAに連なる一人ひとりであ

ること、「Association」や「ポジティブネット」の意味を再確認する時間となりました。 

  神戸ＹＭＣＡ大会にご参加くださった皆さま、誠にありがとうございました。この場をお借りし

て、改めて皆さまのご協力により、無事に終えることが出来ましたことを心より感謝いたします。 

 

                                           担当主事      橋本  唯 
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    今期もブリテン担当になりました。コロナ禍でも徐々にリアル

例会が行われていますが、コロナ禍が収束しても オンライン

（ZOOM）も同時に行われるでしょう。そして ZOOM 参加者同士でチ

ャットを通して情報交換など楽しく交流が行われるでしょう。ブリテン

でも ZOOM で得た情報を紹介したいと思います。 

 

 

                                          ブリテン担当     長尾  亘 

 

 

 

 

2021～22 年度後期会費をお願いいたします・ 

              会計  

 

 

 

 

 

事業委員   (委 員 長）     

  Y サ・ユース 若林 成幸 
 

           

  CS 地域・環境 多胡 葉子 
  

  EMC 長尾  亘 
 

  

  広報・ブリテン 長尾  亘 
  

  交流・ファンド 石田由美子 
  

 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 郡家 学 

  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 

 


