
 

 

              
 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 

1１月  
Public 
Relations 
Wellness 

 
ワイズデーは外部に活動報告をアピールする

良い機会です。行政・他団体と積極的に関わり

を持ち、幅広く広報されるような活動を行いま

しょう。 

 
１１月第１例会 

 
 11 月 14 日(水）19：00～ 

  キッピーモール６Ｆ 第３会議室 
  出欠を２日前までにお知らせください 

   連絡先は 4 ページをご覧ください 

   ドライバー      山本 博昭 
   開会点鐘   会長 松本 美耶子 
   ワイズソング 

聖書        今井 佳代子 
    ゲスト紹介 

食前感謝       松本 文男 
   食事・懇談 
   ゲストスピーチ    
    かるがも園 園長  平井 真由美 
   会長報告 
   ＹＭＣＡ報告 

  閉会点鐘    会長  松本 美耶子 
       今月の聖句 

 
「主よ、あなたの御言葉のとおり、あなたの僕

に恵み深くお計らいください。確かな判断力と

知識をもつように、わたしを教えてください」   
  詩編 １１９篇６５～６６節 
 
 
       今後の予定 

 
  ・チャリティーラン 
    11 月 3 日(木・祝）神戸しあわせの村 
    開会礼拝 7：30  

開会式  9：30  閉会式 15：00 
  
  ・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  第４会議室 
     (クラブ内スピーカー 中條 道雄) 
   
  ・１２月第１例会（クリスマス祝会） 
   12 月 8 日（土） 三輪キリスト教会 
      礼拝 18：30～ 
      祝会 礼拝後 
 

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 – 05 November  2012 



 

2 
 

 
10 月第 1 例会報告 

 
松本 文男 

 
10 月 10 日（水）19 時よりキッピーモール６

階講座室において１０月第１例会が行われま

した。この例会はリーダーとの合同例会で、リ

ーダーたちにワイズメンズクラブの正式例会

を体験してほしいとの思いから、万国旗も机上

に置かれ、田中メンによるドライバーで、開会

点鐘から始められました。もちろん、聖書朗読、

お祈り、そしてワイズソングと続きました。日

頃お忙しくてなかなか顔を出されないメンも

加わり、メン・メネット１２名とリーダー８名。

三つのグループに分かれ、会食をしながら二人

のリーダーのＹＭＣＡ全国リーダー研修会の

報告を聞きました。その後、事前に実施された

リーダーおよびワイズメン対象の資料票を手

もとに、和やかな雰囲気で色々と話が弾みまし

た。 
 
 
 
 
 
 
 
このような企画は初めてであり、予定通りに

は進まず時間が足りませんでしたが、ワイズ・

リーダー共に、さらにこのような機会を増やし

てほしいという感想が多くあり、今後への期待

が寄せられています。 
以下に全リ研の報告およびリーダーの感想

を記載します。 
 

全国ＹＭＣＡリーダー研修会報告 
 

リーダー会 西尾 篤 
 

 今回の全国 YMCA リーダー研修会のテーマは

「初心」でした。自分はこの初心という言葉を聞い

た時、思い浮かぶことは、不安や恥ずかしさ、緊張

や困惑などの心理的に安定しないということでし

た。研修で頂いた冊子には「『初心』リーダーを始

めたばかりのことを思い出して・・・」と記されて

いるのを目にしました。自分はその時は「確かに一

番思い出しやすい初心は、この活動を始めた頃のこ

とだろうな」と思いました。 
しかし、多くの人と出会い話しあう中で、初心と

は人によって様々に感じる部分であると知りまし

た。例えば、やったこともないことや新しいことに

も勇気や情熱をもって取り組める人も当たり前の

ようにいます。だから、初心と一言にとっても一般

にどのような感情を指すのかはわかりません。自分

がこの研修会を終えてまず第一に感じたのがその

思いでした。強いて言えばこの研修という環境さえ

も自分にとっては初心を感じる場でもありました。 
 また、自分自身ボランティアリーダーとしての活

動が３年目を迎えて、初心を感じることは少なくな

って来ました。そうはいいつつも普段から様々なこ

とに挑戦しているためその度に初心を感じていま

す。 
思い返すと研修の最終日にどこかのグループの

発表で「初心失うべからず」という言葉を聞き、未

だにそのことが心に残っています。その言葉の裏側

には“初心は忘れてしまっても失ってはならないも

の”という意味が込められています。自分もこの研

修で得たことをリーダー会で活かしていけるよう

に努めていきたいと思っています。 
最後に多くの人に出会うことによって様々な経

験談、価値観や意見、評価を頂いてまだまだ頑張ろ

うと思っています。そして今回のテーマ「初心」に

ついては、皆それぞれの初心があり、単純に答えを

出すことができなかったのが事実です。しかし、自

分の中ではその“与えられた仕事を自分なりに、時

にはがむしゃらに、精一杯こなすこと”が初心だと

感じました。 
 

リーダー会 楯尾みずき 
 

今回の全国リーダー研修会では、全国から熱意と

やる気に満ちたリーダーたちと二泊三日間ディス

カッションや生活を共にすることで、何事も全力で

取り組むリーダーたちの姿に本当に刺激を受けた。

あるリーダーが言っていた「私は絶対誰にも負けな

いぐらい全力で子供達と楽しむ」という目標は、当

たり前のことだけれど、リーダーをしていく上で欠

かせないことであることを気づかせてくれた。その

目標は私にとって今一番大切であり、私もすべての

ことに全力で取り組んで、まずは自分が一番楽しそ

うに見られるようにしようと思った。 
基調講演での岡崎先生がおっしゃった『肯定力』

はとても印象に残った。一人ひとりが違い、またそ

の一人においても何面もの顔を持っているから、一

面だけを見るのではなく何面も見て、自分の肯定翼

の幅を少しずつ広げていこうと思った。また、『困

難体験』という言葉も印象的で、自分が困るような

難しい体験がさらに自分を成長させてくれること
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を学ぶことができた。 
全国リーダー研修会を終えての現段階の私の目

標は「子供と一緒に思いっきり楽しむ」であり、そ

のためにはこども一人ひとりのことを深く知って

いかなくてはならないし、一つでも多くの面を発見

できるようにいろんな面を肯定しながら接しよう

と思った。また、楽しむためにはある程度の知識が

必要であり、自分で調べたり先輩リーダーに聞きに

行く積極性や、先々の状況を常に予測して行動する

習慣を身に付けようと思った。 
 

１０月合同例会感想 
 

リーダー会 会長 西尾 篤 
 
 この度は、さんだワイズメンズクラブ１０月

例会に三田センターのリーダーを招いていた

だき本当にありがとうございました。私自信、

以前からさんだワイズメンズクラブの方と交

流を深めるために出来る限りのことをして参

りました。 
我々ボランティアリーダーとワイズメンズ

クラブの方々は、同じ三田の地に馴染みがあり

ながらも普段なかなか触れ合うことの少ない

世代同士であります。そんな中で YMCA とい

うつながりがありこういった出会いをしたこ

とも何かの縁ではないかと思います。そして長

きに渡りリーダー達のために様々なプログラ

ムや活動の場を与えてくださり厚く御礼申し

上げます。これからの発展のためにも幅広い世

代を越えてつながりを深めることも重要であ

ると考えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 この合同例会を通して、まずみなさんに感じ

ていただきたかったことは、「二十歳前後の大

学生の生活は忙しい」ということでした。我々

はボランティアリーダーとして活動してきて

おりますが、その他にも大学やサークル、部活

動、アルバイト、友達付き合い、恋愛、趣味の

時間があります。一人暮らしとなればそこに家

事がついてきます。そういった中で、やはり皆

日々の生活を多忙に感じております。貧乏暇な

しという言葉がありますが、この忙しさの中で

心まで貧乏にならないように気をつけていき

たいものです。 
また、現代を見つめますと身の回りのものが

便利になっていく一方で何かにつけ効率が求

められる時代となって来ました。そして常に世

界的に幅広い視野や感覚を持たなければ生き

ていけない時代にもなってきています。昔は

“貴重”だったものは今や“持っていて当たり

前”と言われる世の中です。ものの価値観は時

や場所によって大きく変化します。 
つまりそういった価値観をワイズメンズク

ラブの方々とリーダーたちとの交流の中で、お

互いに知っていくことが各世代の理解の第一

歩だと信じております。 
我々リーダーの多くは教育に関係した職業

を求めるものが多く所属しています。その中に

は将来的にワールドワイドな活動を望んでい

るものも少なくありません。簡単に“世界に～”

という言葉を口にしていますが、それも比較的

簡単になってきているぐらい情報の共有が素

早いことをよく知っています。これからの社会

を担うであろう我々のありのままをお見せで

きることはこちらとしても嬉しく思っていま

す。 
 さて、今回の合同例会で 
参加したリーダーの様子を 
伺っていますと、こういっ 
た沢山の大人に囲まれると 
いった環境は、リーダーは 
皆慣れていない様子であり 
ました。私自身みなさんと 
お話する際は、とても緊張します。１年生や新

入のリーダーは、まだまだ日が浅くなかなか自

分の聞ききたいことも聞けずじまいだったこ

とでしょう。しかしながら、ただただみなさん

のお話に耳を傾けるだけでも良き学びの時を

持てたことを感じております。特に皆さんの生

きてこられた時代や職業のお話を直接聞くこ

とができて、最近では将来についてより深く考

えられるようになりました。 
しかし、みなさんが普段感じておられる我々

リーダーへの疑問には十分お答えできていな

いかと思います。私もあの場で伝えるべきこと

を全て伝えられていないと思っております。正

直な感想としましては、まだまだこれからも両
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者交流を深めていけるようにしていきたいと

思います。そして、今回このようにリーダーと

ワイズメンの方々とお話ができる場を設けて

くださり本当に感謝しております。三田センタ

ーリーダー会一同を代表しまして感謝の意を

申し上げます。これからもどうぞよろしくお願

い申し上げます。 
  

１０月第２例会報告 
 

2012 年 10 月 24 日（水） 19：00～   
キッピーモール６F  第 3 会議室 

 
≪協議事項≫ 
１、チャリティランについて 

11 月 3 日（土・祝）しあわせの村：7 時 30
分から開会礼拝：閉会式は 15 時から 

から揚げとフライドポテト、ゴマ団子    
   準備・当日の役割分担の確認 
   当日手伝いはメンバー6 名    
         
２、11 月第 1 例会について  

14 日（水） 19 時から 21 時  
キッピー６Ｆ 第３会議室 

  ゲストスピーカー  
さんだ子ども発達支援センター 
｢かるがも園｣ 平井 真由美園長 

   弁当準備のため出欠を必ず松本(美)まで 
 
３、もりもり「おもちゃ箱」フェスタについて  

11 月 23 日（金・祝） 
  ・から揚げとフライドポテト、ゴマ団子 
   リーダー会フランクフルト出店  
  ・11 月 10 日 19 時から 打ち合わせ会議

松本文男メンとリーダー出席 
  ・当日手伝いはメンバー3 名とリーダー 
   準備については 11 月第 1 例会で確認 
 
４、クリスマス例会(12 月第 1 例会）について  

12 月 8 日（土） 
    礼拝：三輪教会 18 時 30 分から  

奨励：馬場一朗牧師 
    祝会：三輪教会 ２階集会室 
    祝会のあり方については 11 月第 2 例

会で話し合う 
 
５、新年例会(2013 年 1 月第 1 例会）について 

1 月 14 日（月・祝）場所：「楽膳」予定 
  ゲストスピーカー： 

笠谷圭司氏（三田市市会議員） 
 

６、その他   
 10 月 10 日のリーダーとの合同例会を振り返

って 
 ワイズメンの資料票 2項目まとめについては、

リーダーとメンにも配布。 
 
≪報告≫ 
☆さんだクラブより 
 ✦会長   
  ・バレンタインコンサートについて 
   三田市・三田市教育委員会・三田市社会

福祉協議会の後援が認可された。 
  ・芦屋クラブ訪問報告 
☆清水主事より 
   市民活動推進プラザの半年の経過報告   

活動資料 2 枚配布 
 

≪10 月クラブ内スピーカー 若林 学メン≫   
 
 「近畿圏最寄空港あれこれ」と題して、パワ

ーポイントを使っての映像と話。 
   あまり知られていない地方空港の写真

による臨場感あふれる風景と楽しいお話

に魅了されました。飛行機の雄姿と章子メ

ネットのお姿も素晴らしかったです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎クラブ内スピーカー 
 1 月 23 日(水) 酒谷 理加メン 
◎ 古切手の収集をお願いします。12 月第 2 例

会で集めます。 
◎連絡先：Tel&Fax 079-563-6462 

携帯 090-5880-4558 
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   miyakosan920-col@docomo.ne.jp 


