
 

 

              
 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』                            

  
西日本区強調月間 

10 月 ＢＦ 
使用済み切手収集 

 
10 月第１例会 

 10 月 10 日(水）19：00～ 

  キッピーモール６Ｆ 講座室 
  ≪リーダーとの合同例会≫ 

 ドライバー     田中 章子 
   開会点鐘   会長 松本 美耶子 

聖書：お祈り     三宅 幸子 
会長報告 
ＹＭＣＡ報告 

    食前感謝       松本 文男 
    会食 
  リーダーとの交流・話し合い 
   趣旨説明と現状報告 
    ワイズメンから 
    リーダーから 
   グループに分かれて話し合い 
  まとめ 
 誕生者のお祝い 

  閉会点鐘    会長 松本 美耶子 
        

 お誕生日おめでとうございます 
 

   １０月２６日 山本 博昭メン 

           今月の聖句 
 

「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。

どんなことにも感謝しなさい。これこそ、キリ

スト・イエスにおいて神があなた方に望んでお

られることです」   
  テサロニケの信徒への手紙Ⅰ 5 章 16 節～18 節 
       
 

 今後の予定 
 

  ・１０月第２例会 10 月 24 日（水） 
19：00～ キッピー６Ｆ 第 3 会議室 

    (クラブ内スピーカー 若林 学) 
  ・チャリティーラン 
   11 月 3 日(木・祝）神戸しあわせの村 
    
  ・１１月第１例会 
    11 月 14 日（水） 19：00～ 
       
  ・おもちゃ箱フェスタ 11 月 23 日(金・祝)

北神戸田スポーツ公園 
     
  ・１１月第２例会 
   11 月 28 日（水）19：00～キッピー6Ｆ 
     (クラブ内スピーカー 安行 英文) 
  ・チャリティーラン 
    11 月 3 日（土・祝）神戸しあわせの村 
 

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 
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  12-13 年第 11 回六甲部会 

 
2012 年 9 月 8 日(土) ホテル竹園芦屋 

メネット会 11：30～12：30 

部会    13：00～19：30 

 

メネットアワー報告 
 

安行 暁子 

 

 六甲部部会にあわせて合同メネットアワー

が開催され、多数のメン、メネットに参加頂き

ました。 

 今年度の西日本区国内プロジェクトである

「東日本大震災支援のための心のケアを考え

る」をテーマに、震災後 YMCA が行ってきた支

援活動のビデオを見た後、この夏、被災地の子

供たちを招いて行われた余島キャンプの様子

などを、写真を交えて、西宮 YMCA 保育園副園

長松田さんに話して頂きました。ビデオもお話

も、被災地の方々とメンバーとの心の繋がりに

胸が熱くなる思いがしました。 

 未だ全くと言っていいほど進んでいない被

災地の復興。今大切なことは、私たちが、時間

が経過しても震災のことを忘れず、被災地や被

災された方々に心を寄せ、自分の出来ることを

出来る形でし続けていく事の大切さを改めて

感じました。 

 

部会報告 
 

松本美耶子 
 
メネットアワーの後会場を移し、第 11 回六

甲部部会が開催されました。 
まずは 8 クラブのバナーセレモニー。前夜ア

イロンがけしておいたさんだクラブの立派な

バナーを持ち入場。プログラムに沿って部会が

進められました。 
 
 
 
 
 
 
 

上野恭男六甲部長は「今日は急逝された飯田

さんの遺志を慮り、歌って歌って歌いまくる会

にしたい」と挨拶され、水野雄二神戸ＹＭＣA 
総主事は、その思いに応えられるように次のよ

うな八木重吉の詩を紹介され、ギターの弾き語

りで挨拶とされました。 
 

          雨 

雨の音が聞こえる 

雨がふっていたのだ 

あのおとのようにそっと 

世のためにはたらいていよう 

雨があがるようにしずかに死んでいこう 

 
第 2 部は声も姿も美しい 8 人からなる女声ア

ンサンブル「プティ・プティ」の歌にうっとり

とし、心が洗われました。 
第 3 部は食事をいただきながらの懇親会。

色々な方とお話を交わし、交流を深めました。

もちろん笠井俊明地域奉仕・環境事業主任にも

ご挨拶。バレンタインコンサートへの助成金申

請のこともご教示いただきました。 
アピールタイムでは 20 回を迎えるバレンタ

インコンサートのことをご案内しました。 
会食後はいよいよ 8 クラブ歌の対抗戦。抽選で

さんだクラブはトリを務めることに。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぶっつけ本番の「アンパンマンのマーチ」で

したが、スピーカーがうまく作動しなかったに

もかかわらず、杉村肇メンのバイキンマンと松

本文男メンのアンパンマンの扮装が功を奏し

て会場を沸かし、西日本区成瀬理事特別賞をい

ただくことができました。伴奏を急遽して助け

てくださった大野勉メンに心より感謝です。 
最後のみんなで歌おうでは、芦屋クラブがご

準備してくださった歌詞集（故 飯田義雄ワイ

ズに捧ぐ）をもとに、大野勉・岡山泰典・鵜丹
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谷剛の 3人のメンによるギター伴奏のご奉仕で

歌いまくりました。 
合間を縫って、持参したカレーも完売するこ

とができ、豊かな気持ちで帰路につきました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

12～13 年度 六甲部広報担当者会議報告 
 

若林 学 

 

過ぎし 9 月 20 日（木）三宮ＹＭＣＡ会館 4

階第２会議室にて開催されました。一応私の呼

び掛けということなんで本会議招集の根拠を

説明後、上野六甲部長より８ワイズのホームペ

ージ(以下 H.P.と略)の在り方およびその重要

性をお話しいただき、この集まりを機に各ワイ

ズから忌憚のない意見を是非聞かせていただ

きたいと挨拶。早速、協議事項に移り以下の事

柄が取決められました。 

 

1. 現在西日本区 H.P.上から六甲部の古い

H.P.をもっているクラブは消してもら

うよう主査から情報委員会宛にお願い

する。（学園都市とさんだ） 

2. ブリテンや写真集にも個人情報がある

ので公開性としてロック・非ロックをか

けるかは各クラブの裁量にまかせる。 

3. 六甲部の H.P.を見たい場合、神戸ＹＭ

ＣＡH.P.から見難いのでクリックする

窓の設置をお願いしたい。 

4. 神戸ＹＭＣＡH.P.上で同様にワイズの

クリック窓の設置を切に希望する意見

が多くこれに関しても近日中に主査か

ら水野総主事にお願いにあがる予定。 

5. 画面内容の統一の強制は無いが出来る

だけ上部項目のボタンについて左端は

[HOME]次いで[ブリテン]に統一する方

が良いのでは・・・・また[HOME]にはク

ラブの顔であるバナーの写真、集合写真、

ワイズメンの案内、連絡先等を載せるこ

とを推奨した。 

6. メンバー専用パスワードが必要な窓は

[メンバーズルーム]にまとめる。その他

は基本的に自由に作成。 

7. 功力氏からの要望は早くデータを下さ

いとのこと、またデータは Word、Excel

に編集されたものが判り易く全体を把

握できるのでその様式でお願いしたい

とのこと 

8. 六甲部から各ワイズにリンクするクリ

ック窓にも一工夫して欲しいとリクエ

スト。これに関しては各ワイズの特色あ

る写真を用いて作製したいので早いめ

の提供を功力氏から要望。 

 

まとめとしては去る１月23日に開催された

2011～2012 年度広報事業ホームページにつ

いての打合せ会での協議内容を踏襲するこ

とを前提に本日の会議をもちましたが、熱き

意見が飛び交い非常に有意義な内容であっ

たと思います。 

とにかく皆様、一度やってみましょう？！

分かっていない主査ですが早速私もホーム

クラブの担当者と相談します。 

今後疑問点があれば功力正士氏まで連絡

して下さい。 

功力氏のメルアド：ｍkunugi@kobeymca.org 

以上 
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9 月第２例会報告 
 

2012 年 9 月 26 日（水） 19：00～21：00   
キッピーモール６F  第 4 会議室 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≪協議事項≫ 
１、10 月第 1 例会について   
・10 月 10 日（水）19：00～21：00 キッピ

ーモール 6 階 講座室    
・リーダーとの合同例会とする。弁当準備 

 ・予備調査票提出リーダーは 21 名 
 ・できるだけ多くのワイズメンの参加を呼び

かける。 
 ・内容  

ワイズメン、リーダーの活動紹介 
      職業について 
      ワイズメンの体験 
      リーダーに望むこと  など 
 ・進行  

全体→グループ→全体 
ファシリテータを置く 
 

２、ファンド活動について    
 ・新米の袋（2ｋｇ）詰め  

10 月 1 日 13 時～ 三田ＹＭＣA 会館  
 ・チャリティラン 11 月 3 日（土・祝） 

から揚げとフライドポテト 200 円  
・もりもり「おもちゃ箱」フェスタ  

11 月 23 日（金・祝） 
から揚げとフライドポテト    
リーダー出店 フランクフルト 150 円 
それぞれ奉仕のメンバーを確認 
 

３、バレンタインコンサートについて   
2013 年 2 月 2 日（土） 

 ・森祐理事務所訪問（9 月 24 日）に基づく  
チラシの検討 

・後援を依頼する 
 三田市、教育委員会、社会福祉協議会 
 
≪報告≫ 
 ☆さんだクラブより 
  ・会長 メネットアワー、六甲部部会 
    ゲストスピーカー 11 月 14 日（水）

かるがも園 平井園長 
   10,11,12 月クラブ内スピーカーの確認 
  ・会計 西日本区メネット支援金納入報告 
  ・六甲部広報主査   

9 月 20 日開催の六甲部広報会議報告   
 

 ☆YMCA より 
 ・チャリティラン協賛金依頼 
 ・全日本リーダー研修会  

参加リーダー2 名の支援金依頼 
 

≪クラブ内スピーカー 松本文男メン≫   
  パワーポイントによる中国旅行記（四川

省・九寨湖・黄龍） 20：40～21：00 
 

 

『YMCA KOBE NEWS』 より 
 

≪チャリテイーラン≫ 

 毎年 11 月 3 日に、神戸ＹＭＣＡチャリティ

ーランが行われます。今年で 15 回目を迎えま

す。この大会の収益金は、障がいのある子ども

たちを支えるために使われ、神戸ＹＭＣＡでは、

障がいを持った子どもたちのプログラム「チャ

レンジド」でのキャンプ活動の活動費の一部に

使用されています。 

 

 

ＢＦ（Brotherhood Fund）について 
《西日本区１０月の強調活動：ＢＦ》 

 

国際役員やＢＦ代表が公式行事に参加する

旅費などの資金源として、全ワイズメンの参加

によって集められる資金。使用済み郵便切手を

集め、切手市場で換金している。 


