
 

 

              
 国 際 主 題： 『世を照らす光となろう』                    

       “Be the light of world”                      

ア ジ ア 主 題：： 『歳月はＹ‘ｓをワイズ（賢者）にする』                                      

       “Years bring wisdom”                             

西日本区主題： 『先頭に立ってワイズの光を輝かそう 

クラブで、地域で、国際社会で』           

        “Let Y’smen Light Shine before Others 

In the club, in the community, in the world”             

六 甲 部 主 題： 『柔軟な創造で愚直に積極的な 

ワイズライフを楽しもう』                            

 

７月の例会 
 
 ・かるがも園夏祭り  ７月７日（土） 
   「唐揚げとフライドポテト」14 時集合 
 第１例会 感謝・キックオフ例会 

７月８日（日） 17 時～ 
  会 場：モンサンミッシェル（南が丘） 
会 費：３,０００円 

    アルコール類は自費負担 
ゲスト：坂部

さ か べ

 友
とも

淳
あつ

さん（ピアニスト） 
１９８０年 ９６０ｇで生まれ、未熟児網膜症のため失明、１７歳

の頃からはじめたピアノは、言葉の少ない彼にとって唯一自分を表現

する手段となっている。彼の奏でるピアノの美しい音色とそのピュア

な姿は、多くの人の心を動かしてきた。 
２０年目を迎えるさんだクラブのスタート

をメンバー揃って共に迎えたく、また、若林会

長への感謝を込め、多くの皆さまのご参加をお

願いいたします。 
 
出欠は必ず下記携帯メールにお願いします。 

miyakosan920-colu@docomo.ne.jp 
 
         今月の聖句 

 
「わたしはあなたちのために立てた計画をよく心

に留めている、と主は言われる。それは平和の計画

であって、災いの計画でない。将来と希望を与える

ものである。」 
エレミア書２９章１１節 

 
       今後の予定 

 
 ・六甲部評議会＆８ワイズ納涼会 
  ７月１４日（土） 於 ブルーミンメドー 

★ 評議会     14：00～15：45 
★ 講演会     16：00～17：30 
★ ８ワイズ納涼会 18：00～20：00 

 
  ・７月第２例会 
  ７月２５日（水）19：30～ キッピー６Ｆ 
   
 ・花火例会（六甲部長公式訪問）８月４日（土）   

★ ８月第１例会  １７時～ 
    六甲部長と共に 於 「嬌庵」 
    会費：３０００円（ワンドリンク付） 

★ クラリネット演奏と花火観賞  
演奏 岡崎 ゆかさん 
興聖寺 １９時 

 
 ・８月第２例会 ８月２２日（水） 

19：30～  キッピー６Ｆ 
 
 

お誕生日おめでとうございます 
 

   ７月１２日 芝 由美子メン 
   ７月１５日 清水 浩一メン 
   ７月２２日 若林 良メン 

会長主題： ｢神は光を見て良しとされた。 

ワイズライフを楽しみながら小さくても光となろう。｣  

会     長 ： 松本 美耶子 

副 会 長 ： 中條 道雄    山本 博昭 

書  記 ： 今井 佳代子   酒谷 理加 

会 計 ： 田中 章子     芝 由美子 

会 計 監 査 ： 若林 良   

直 前 会 長 ： 若林 学 

連 絡 主 事 : 清水 浩一 

さんだワイズメンズクラブ 
 
 
〒６６９－１５１２ 
三田市高次２－４－３８ 

三田ＹＭＣＡ内 
 
 
No 20 - 01    July  2012 



 

2 
 

６月第一例会 
                 田中章子 
 
６月１６日（土） 新入リーダー歓迎会をい

たしました。今期の新入リーダーは現在のとこ

ろ１０人、当日６名の参加を得ました。 
１７時半より三輪キリスト教会にて礼拝を

持ち、三宅幸子メンの司会で末岡成夫牧師から

メッセージをいただきました。コリントの信徒

への手紙Ⅰから、いろいろな体の部分があって

一つの体なのです。ひとりひとり違っていても、

ともに一つの物を成していく喜びを、みずから

のリーダー生活を振り返られ話されました。 
新入リーダーとして安行メン、末岡メンのお

嬢さんたちも、すでに研修を終えられ活動はじ

めておられます。 
 
 
 
 
 
 
第二部は場所を「嬌庵」という料理屋さんに

移して合計２５名の参加で有意義な時を過ご

しました。生年は関係なく、生まれた月、日順

でぐるりとテーブルを囲み、新旧、老若、男女

いりまじっての二時間。食べて飲んで話し合っ

ての楽しい時間でした。 
６月いっぱいで任期を終えられる若林会長

のあいさつ、７月から新たに会長を引き受けて

くださった松本美耶子メンの抱負をおききし

ました。 
安行メンは、ＹＭＣＡとは、ワイズメンズク

ラブとは、リーダーとともにあるさんだワイズ

のこれまでとこれからを、話されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リーダーたちと新入から卒業リーダーとして

送り出す時までかかわっていられることは、さ

んだワイズのメンバーとして幸せなことです。

成長を見守る親心です。 
清水さんをはじめ、過去代々の主事の方々の

たゆまない努力を感じます。これからも頑張っ

てください。 
 

六甲部部長特別表彰 
 

           若林  学 
 
 この度、バレンタインコンサート活動に対し

部長特別表彰をいただくことになりました。以

下は「六甲部長便り第 12 号」からの一部抜粋

です。 
『今期は、各クラブの活動の中から 2011/2012
年度前半期・後半期に１件ずつ顕著な活動を 
された事業をピックアップして「部長特別表

彰」をさしあげることにしましたが、前半期は 
１２月１６日に宝塚クラブが宝塚ベガ・ホール

で開催された「宝塚市民クリスマスキャロルを

歌う夕べ」事業を表彰させていただきました。 
後半期は、熟慮の末、２月１１日にさんだクラ

ブが三田市ウッデイタウン市民センターで開

催された「さんだバレンタイン・コンサート」

事業を表彰させていただくことにしました。 
既に１９年間も継続されていて三田地域の市

民にＹＭＣＡとワイズメンズクラブの名前と

活動をしっかりと覚えていただく事業として

定着しており、今回も約１７０名の市民が参加 
されました。今後も、マンネリに陥ることなく

新しい創意工夫も加えながらますます発展さ

せられることを期待しつつ、表彰させていただ

くことにしました。なお表彰状および金一封は

６月下旬のさんだクラブ例会に部長訪問して

お渡しすることにしています。』 
上記の如く２７日第２例会に遠路より森部

長がお越しになられました。このような名誉な

賞を会長職最後に戴けることは誠に思い出深

く感激に堪えません。これまでコツコツとコン

サート事業に打ち込まれてきた皆様のもので

あると確信し改めて御礼申し上げ謹んで受賞

いたしたいと存じます。 

 また、ＥＭＣノンドロップ賞も併せて受賞い

たしましたので例会時に披露させていただき

ました。 
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会長を終えるにあたり 
 

2011～2012 年度会長  若林  学 
 

 会長就任抱負をブリテン原稿に投稿させて

いただいて、早いもので 1 年が過ぎようとして

おります。 
本当に、この 1 年私のワガママを通しまして

多面において皆様にご迷惑おかけしたこと平

に平にお詫びいたします。特にブリテン担当の

松本文男メンにおかれましては原稿の遅延や

プログラムの設定ミス等で「お前、何やってん

ねん！」とお叱りを受ける所を寛大な目をもっ

てご処理いただきまして感謝と恐縮で一杯で

ございます。 
私の主題「見つめ直そう、ワイズ・スピリッ

ツ」を出来るだけ実践しようと心掛けたつもり

ですが、上手く果たせなかった感が大きいです。

特にもう一度ワイズ各面々の人となりを認識

し会員同志の親睦をもっと深めるべく皆様の

個人のお話を聞く例会にしたかったのです

が････思い通りには行かず、結局は次月のプロ

グラムの打ち合わせに終始翻弄されて時間切

れというパターンを繰り返し、私が求めていた

例会とはほど遠い状態であったことが大変心

残りでありました。 

それから部会や評議会を通して感じたこと

ですが、他クラブは活動が活発に行われている

のは確かですが、何かその表現が『さんだ』は

下手である、言い換えれば控えめであること。

でも私はそれで結構だと思います。ガツガツ前

に出て「我がクラブはこんなんしてます～～！

すごいでしょ？」というアピールは私は嫌いで

した。「そんなのしなくても我々はやることは

やっているヨ！」という精神で良いのでは

と・・・・・。 

次年度会長の松本美耶子メンにおかれまし

ては「神は光を見て良しとされた。ワイズライ

フを楽しみながら小さくても光となろう」を主

題とされております。ワイズ活動がクリスチャ

ニティーの上に成されることを問われておら

れると感じ、私とは色合いが違う松本カラーの

例会になろうかと思い楽しみであります。どう

か頑張って下さい。 

ご清聴感謝いたします。（？？？） 

 

２０代目会長就任にあたって 
 

    2012～2013 年度会長  松本美耶子 
 
さんだワイズメンズクラブとはメネットと

して、また１０年前からはメンとして関わらせ

ていただいています。現在のメンバーはほとん

どが会長をされており、とうとう私も受けざる

を得ない状況になってしまい、この度会長を就

任させて頂くことを一大決心で承諾いたしま

した。 
これまでチャーターメンバーである連れ合

い任せで、正直、ワイズメンズクラブというも

のに深い関心もなく、関わりもしてこなかった

のですが、理解を深める良いチャンスにしよう

と思いました。 
そういう意味では３月に参加した一泊の次

期会長研修は新鮮でした。本当に申し訳なかっ

たのですが、知らなかったことが一杯！とりわ 
け、急逝された飯田次期六甲部長を囲んで各ク

ラブの次期会長の方々と行った話し合いは、私

のやる気に火を点けてくれました。 
私の掲げた今年度の会長主題は、その時飯田

メンが紹介された「ハチドリのひとしずく」を

引き合いに出されたことに依ります。「いま、

私にできること」という副題のついたこの本は、

私も以前に読んだことがあり知っていました

が、改めてこれを今年度の主題としたい考え、

それを国際、アジア、西日本区、六甲部の各主

題と聖書のみ言葉に照らし合わせ、決めさせて

いただきました。 
若林前会長の主題「見つめ直そう、ワイズ・

スピリッツ」を引き継がせていただき、２０年

目を迎える「さんだクラブ」としてこれまでし

てきたことを大事にし、そして研修で学んだワ

イズメンズクラブとしての原点に戻って活動

していきたいと思っています。 
会長経験の多いさんだクラブの皆さまに申

し上げるのは本当におこがましいことですが、

その活動は、メンバーが集まり、話し合い、行

動することによってできることだと思います。

できるだけ例会にご出席ください。 
「例会を楽しく」も心がけてまいります。 
どうぞご支援・ご協力よろしくお願いいたし

ます。 
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12－13 年さんだクラブ役員表 
 

会  長 松本 美耶子 
直前会長 若林 学 
副 会 長 中條 道雄  山本 博昭 
書  記 今井 佳代子 酒谷 理加 
会  計 田中 章子   芝 由美子 
会計監査 若林 良 
ブリテン 松本 文男 
Ｅ Ｍ Ｃ 森本 通朗  杉村 肇 
Ｙサ・ユース 末岡 成夫  馬場 一朗 
ファンド 江原 伯陽  松本 文男 
交  流 三宅 幸子 
メネット 安行 暁子 
地域奉仕・環境事業 安行 英文 
メール委員 今井 佳代子 
連絡主事 清水 浩一 
特別メネット 日高 眞里 
 
以上、６月２７日の例会で承認いただきまし

た。また、第１例会の開催曜日については検討

させていただきます。 
皆さまよろしくお願いいたします。 
 

会費納入について 
 

クラブの運営はメンバーから納めていただく

月会費 3000 円（特別メネット・連絡主事は別、

半年分ずつ振り込み）によってなされています。 
そのうち一人月に 1250 円を区費として、また

125 円を六甲部費として、半年毎に提出する会

員の現況（会員数）に基づき納入します。（半

年毎にまとめ、前期 8 月 15 日迄、後期 2 月 15
日迄） 
その他、クラブには区大会、Ｙサ・ユース、Ｃ

Ｓ,ＦＦ，ＴＯＦ，ＢＦなどの支援金および国際

統一事業としてロールバックマラリアへの献

金、またＹＭＣA の諸行事への補助金などの要

請があります。 
以上のことをご理解いただきまして、新年度会

費の納入をお願いします。 
 

会費納入先 
 

三井住友銀行フラワータウン出張所 
普通 3161806 サンダワイズメンズクラブ 

ファンドについて 
 

さんだクラブでは、会費以外の収入を得るため、

お米ファンド、カレーファンド、もりもりフェ

スタファンドなどを行っています。 

主な支出は、リーダー育成とかるがも園支援で

す。 

具体的には、タイワークへのリーダー参加補助、

リーダー研修会参加補助、新入リーダー歓迎会

補助、リーダーと合同のクリスマス祝会補助、

卒業リーダー感謝会補助などであり、かるがも

園の夏祭りのから揚げ・フライドポテトの購入

費もファンドから支出しています。 

 

 

 

[参 考]   

ＣＳ   Community Service 地域奉仕 

ＦＦ   Family Fast   家庭での断食 

ＴＯＦ  Time of Fast 断食の時 

ＢＦ   Brotherhood Fund ＢＦ資金 

     （使用済み切手） 

ロールバックマラリア 

     マラリア予防のため、現地に消毒済

みの蚊帳を送る 2010 から 2015 まで

行われる事業 

 
 

維持会費 公益財団法人神戸ＹＭＣＡへの支

援のため、ワイズの会費とは別にＹ

ＭＣＡへ納入します（年１万円) 

     納入した方には維持会員証が神戸

ＹＭＣＡより交付されます。 

 

 

 

 


