
 

 

              
 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』                            

 

８月の例会 
 第１例会 花火例会（六甲部長公式訪問） 
  ８月４日（土） 17 時～ 
Ⅰ部  

  会 場：フレンチ MARIANNE マリアンヌ 
（高次１丁目） ℡ 079－501－1642 

 会 費：２,５００円 
  ドライバー      松本 文男 
  開会点鐘    会長 松本 美耶子 
  聖書：お祈り     三宅 幸子 
  ゲスト紹介       

六甲部長あいさつ   上野 恭男
や す お

 
  会長報告       松本 美耶子 
  食前感謝        

会食・懇談 
  閉会点鐘       松本 美耶子 
      興聖寺へ会場移動 
Ⅱ部 クラリネット演奏と花火観賞 
 
 Ⅰ部、Ⅱ部の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 

 
「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさ

い」  ローマの信徒への手紙 12 章 15 節 

       今後の予定 
 

  ・８月第２例会 ８月２２日（水） 
19：00～ キッピー６Ｆ 第 3 会議室 

 
  ・六甲部部会（9 月第 1 例会） 
   ９月８日（土） 13：00～19：30  
   芦屋 ホテル竹園 会費 ¥8,000 
   出欠は 8 月４日（土）までに左記携帯 
   メールにご連絡ください 
 
  ・9 月第２例会 
    ９月２６日（水） 19：00～ 
       
  ・１０月第１例会 
    １０月１０日（水）19：00～ 
      キッピー６Ｆ 
   「三田ＹＭＣＡボランティアリーダー 
    との合同例会」を計画中 
 
  ・チャリティーラン 
   １１月３日（土・祝）神戸しあわせの村 
 
   
 

お誕生日おめでとうございます 
 

   ８月２２日 安行 暁子メネット 

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 
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   かるがも園夏祭り 
 

日高 眞里 
 

 ７月７日（土）は前日の悪天候からは考えら

れないような涼しい一日となり、ワイズ 5 名、

リーダー12 名という強力メンバーでかるがも

園に２時集合、４時スタートで、おのおのゲー

ムや唐揚げなどの準備にとりかかりました。い

つもながらのこととはいえ、松本文男メンのプ

ロ顔負けの段取りの良さに、かるがも園初デビ

ューの私は目を見張るばかりでした。 
 リーダーたちの可愛い浴衣姿もとても新鮮

で、いつも例会で見る皆さんとは別人のようで、

お祭りを盛り上げておられました。 
 私たちの唐揚げ屋さんも立派な屋台がしつ

らえられ、綺麗なのぼりも立ち、とてもなごや

かなお祭りムードの中、今日ばかりは売り上げ

の心配もなくとてもスムーズにお手伝いでき

たことを感謝しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 カードのチェックをかって出て下さった「田

坪」さん、本当に助かりました。ありがとうご

ざいました。 
 一人でできないことも皆で協力するという

のは、本当に大きな成果を得られる気がします。 
 日頃、子どもさんのお世話で大変な保護者の

方々もとても楽しんでおられた様子で、全員が

一つの世界を共有できた素晴らしいお祭りに

参加でき、とても嬉しく思いました。皆さま本

当にお疲れさまでした‼ 

 

7 月第 1 例会 

（感謝・キックオフ例会） 
 

今井 佳代子 

 

 新しい年度を祝う例会にふさわしく、７月

８日（日）、多数のメン・メネットの出席を得

て開かれました。 

 今年度のキックオフ会場はレストラン「モ

ンサンミッシェル」。名前の通りオシャレで、

しかもお酒類その他持ち込み可、という何と

も素敵なお店でした。ライブもできるという

環境であってか、前のイベントグループの演

奏を BGM にしての例会開始でした。 

 直前会長の若林学メンより引き継ぎのバッ

ジを受け取り、松本美耶子新会長のもと、新

しい年度が始まりました。若林直前会長は今

年度、広報主査として、ご尽力くださいます。

お疲れでしょうが、引き続きよろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 懇親会では、お食事を頂きながら、さかべ

ともあつさんのピアノ演奏を聴きました。神

戸ＹＭＣＡ１２５周年でも伴奏者としてうは

らホールに出演した、おなじみのともあつさ

んの演奏は、二重の障害を抱える彼ならでは

の、心にすっとしみいる素晴らしい演奏でし

た。（次ページへ続く） 
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 山本博昭メンの自家製のキュウリ漬け、美

味しかったです。お誕生日のお祝いでは、日

高眞里メネット自作の作品が７月生まれの

方々に贈られました。今後、毎月の誕生者に

はこのようなプレゼントが贈られることとな

り楽しみが一つ増えました。また、森本通朗

メン手作り竹炭風鈴の前会長・新会長へのプ

レゼントは羨ましいサプライズでした。 

 芝由美子メンは、高齢のご家族を抱え、ご

自身も大変なお怪我でリハビリ中にもかかわ

らず出席してくださいました。ご子息が有機

農業を志してご活躍とのこと。若い世代の活

躍は頼もしいですね。 

 熟年化しているさんだワイズメンですが、

今一度、気合を入れ直して、２０周年に向け

てキックオフ！（リハビリしながらね） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
六甲部評議会・納涼会 

 

松本 文男 

 

7 月１４日（土）に神戸のブルーミンメドー

で六甲部会が開催され、さんだクラブからは松

本美耶子会長を初め、若林学メン、安行英文メ

ン、暁子メネット、松本文男メンが参加しまし

た。六甲部会に引き続いて、８クラブ合同の納

涼会が行われ、楽しいひと時が持たれました。 

その報告とお礼が上野恭男部長からあり、右

記に転載いたします。 

12-13 年度第１回評議会が 7月 14 日（土）14

時から 70 人の参加者を集め開催されました。 

飯田次期六甲部部長のご逝去を悼み最初に黙

とうがささげられました。引き続き評議会が開

催され、役員紹介と承認、11-12 年度部長報告、

決算報告と承 認、現部長活動方針などスムー

スに審議が進み、部長、次期部長、スタッフな

どの部から支払う経費の内規が承認されまし

た。 

 主査、会長報告があり、YMCA の歌を斉唱して

第 1部は無事に終了しました。 

 第 2 部は「清盛がめざしたもの」と題し、NHK

大河ドラマ「平清盛」の時代考証ご担当の高橋

昌明講師の講演が 1時間半ありました。時間を

オーバーするも質問が相次ぎ大変好評でした。 

 第 3 部は「ブルーミンメドウ」ならではのガ

ーデンパーティでした。鵜丹谷神戸クラブ EMC

主査の歯切れのいい司会ではじまり、宴たけな

わには 2階へ集まって大野勉ワイズ、司会の鵜

丹谷ワイズがギターで大いに歌を盛り上げま

した。また、ブルーミンメドウのオーナーの渡

辺さんが、「フレディ葉山」という別の顔でツ

ーヤングなど 3曲を歌ってくださいました。 

 また、さんだ、神戸ポート、神戸などがファ

ンドの品々を搬入し完売されたのは見事でし

た。 

 楽しかった時間は短く、ホストクラブ島田会

長の終わりの挨拶はガンバローの連呼。盛り上

がりました。 
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７月第２例会報告 
 

松本 美耶子 
 

７月２５日（水）19：00~21：00 
キッピーモール６Ｆ第 5 会議室 

 
協議事項 
１．花火例会について〔8 月 4 日(土)〕 
  （六甲部部長公式訪問） 
  役割分担・飲み物の用意など 
   
２．六甲部会について〔9 月 8 日（土）〕 
  参加者要請と 8クラブ歌の対抗戦について 
   
３．１０月第 1 例会について〔10 月 10 日（水）〕 
  リーダーとワイズメンの話合いについて 
 
４．その他 
 ・新ファンドについて 
 ・ＥＭＣ研修について 

〔8 月 14 日六甲部事業：神戸クラブ主催〕 
 ・ＣＳ資金について 
 
 
報 告 
✦ファンド会計報告（別紙資料） 
✦かるがも園夏祭り、感謝・キックオフ例会、

六甲部評議会・８クラブ納涼会 
         （ブリテン 8 月号記載） 

 
☆ 切手収集の依頼およびファンド事業〔チャ

リティ―ラン（11 月 3 日）、もりもりおもち

ゃ箱フェスタ（11 月 23 日）〕への協力依頼 

 

☆ 会費納入について 
  さんだクラブへの前期会費納入のご協力 

ありがとうございます。 
西日本区への前期納付金納入締め切りは 8
月 15 日です。まだの方はよろしくお願いし

ます。 
 
 
振り込み先 

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 

 

YMCA からのお知らせ 
 

清水 浩一 
 

4 月より新しい職員の西垣さん、10 名の新入

リーダーを迎え活動しています。三田市市民活

動推進プラザでの業務も慣れないことばかり

ですが、ようやく少しずつ利用者の方々との関

係性も出来てきています。このプラザの平均利

用者は月約 400 人、相談内容や依頼内容も様々

ですが、共に働いて下さっているリーダーＯＧ

の楯尾さん、現野外メンバーの保護者である須

田さん、丹波や篠山でもご活躍されている市民

活動アドバイザ―の横田さん、余島リーダーＯ

Ｂであり、今年度より中央地域委員の河野さん

という誇れるスタッフの方々のおかげです。 
8 月はいよいよキャンプシ－ズンとなり、三

田ＹＭＣＡでもサッカーキャンプ、六甲山のキ

ャンプ、山の冒険キャンプ、日常野外例会キャ

ンプ、中日本サッカー大会、わんぱくポケット

キャンプ、5 日間のサマースクールと大忙しで

す。現役リーダーはもちろん、リーダーＯＢ・

ＯＧも多数参加します。この夏も人と人が交わ

り、子どもと青年はもちろん、ＹＭＣＡに集う

すべての“いのち”が光り輝くことを願ってい

ます。 
 
 

神戸ＹＭＣＡ 
 
 
 

緊急支援募金 
■２０１２年７月発生■ 

支援方法  

お近くのＹＭＣＡへ緊急募金をお届けください。ま

たお振込みも可能です。 

この募金は寄付控除の対象となります。 

募金期間  2012 年 7 月 16 日～2012 年 9 月 30 日 

銀行口座  三井住友銀行三宮支店   

口座番号  普通預金  NO.３１３６９５３       

口座名義  神戸ＹＭＣＡ 通信欄に「九州」と 

お書きください。 

お問合先  公益財団法人神戸ＹＭＣＡ国際・奉仕

センター   Tel:078-241-7204  

 


