
 

 

              
 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 

12 月  
                EMC―M 
    どんな活動にも会員間の交流と親睦を  
    図る工夫をし、ワイズライフを楽しもう 
 
 

１2 月第１例会 
クリスマス例会・リーダーと合同 

   1２月８日(土）18：00～ 

  礼拝 三輪キリスト教会 
    奨励 馬場 一朗 

司会 三宅 幸子 
    献金 
  祝会 教会２階 19：00～ 
    司会 清水 浩一 
    ゲスト紹介 
    食前感謝 

食事とゲーム、歌など 
  出欠を２日前までにお知らせください 

    

 

    
今月の聖句 

 
「今日ダビデの町で、あなた方のために救い主

がお生まれになった。この方こそ主メシアであ

る」   ルカによる福音書 ２章１１節 
 

       今後の予定 
 

  １２月第２例会 
   12 月 19 日（水） 19：00 ～ 
   キッピーモール６Ｆ 会議室４ 
   クラブ内スピーカー 安行 英文メン 
 
  六甲部「交流事業懇談会」 12 月 23 日（日） 
   ホテル竹園芦屋     16：00～17：30 
 
  新年例会（1 月第 1 例会） 
   1 月 14 日（月・祝） 18：00～ 
   駅前 ホテルメルクス１階 「楽膳」 
   ゲストスピーカー 笠谷 圭司氏 
           （三田市市会議員） 
 
  １月第２例会 
   １月２３日（水） 19：00～ 
   キッピーモール６Ｆ 会議室３ 
   クラブ内スピーカー 酒谷 理加メン 
 
 
 

お誕生日おめでとうございます 
 
 １２月１１日  安行 英文メン 
 １２月１８日  森本 宣子メネット 
 １２月２６日  杉村 肇メン 
 

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 
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チャリティーラン報告 
 

森本 通朗 
 

11 月 3 日、第 15 回神戸ＹＭＣＡチャリティ

ーランにさんだワイズから、6 名が参加してき

ました。今年の出店は、からあげ、フライドポ

テト、ごま団子の 3 品で、分担は過去の実績か

ら、揚げものは松本文男メンと私、商品の詰め

込みは、安行夫婦、販売は松本美耶子メンと今

井メンと決まり挑戦しました。 
担当者の松本美耶子メンからは、からあげは

「からっと」、ポテトは「ポチャ（テ）ト」、ご

ま団子は「こが（ごま）さないように」揚げる

よう、安行暁子メネットからは、「バランスよ

く、見栄えよく盛り付けるように」との指導の

もと商品を作り上げ、松本美耶子メンと今井メ

ンの食欲をそそる「おいしい」売り声で、順調

に売れだしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正午ごろには、どんどんと人が並びだし、生

産が追いつかない焦りとともに人が並びだし

辛抱強く待っていだだいている様子を見てう

れしく又、快い気持ちにさせていただきました。

おかげで午後 1 時半ごろには、見事予想を上回

る成果で完売できました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この日は、三田ＹＭＣA のリーダーたちは、

駅伝女子の部で第２位と大健闘し、ラッフル大

会でも多くの商品をゲットしており、終始暖か

く天候にも恵まれ、神に感謝、感謝の一日でし

た。 
 

11 月第 1 例会報告 
 

松本美耶子 
 

14 日（水）19：00 からキッピーモール 6 階

会議室３で、「かるがも園」平井真由美園長を

ゲストスピーカーにお迎えして開催。 
ドライバーは予定の山本メンの都合が悪く、急

遽松本文男メンが務めました。開会点鐘、ワイ

ズソング、今月の聖書そして食前感謝もこめた

お祈りの後食事そしてお話と続きました。 
 
 
 
 
 
 
 
現在さんだ子ども発達支援センター内に、子

ども支援センターとともにある知的障害児通

園児施設（就学前の子どもたち・定員 30 名）「か

るがも園」のこれまでのあゆみや取り組み内容

などを、資料をもとに話してくださいました。

今は「すくすく教室」（児童デイサービス、利

用定員 1 日 15 人）も運営されています。 
また、成長した子どもたちの管理された「施設」

ではなく、親から自立して安心して暮らせる自

由な「家」についても伺うことができました。 
障害をもった子どもたちが自分を信じ、力強

く、たくましく育つことを願い、その家族の幸

せを願って働いておられる先生の口調・眼差し

はとても優しく、すがすがしく感じました。 
さんだワイズメンの夏祭り支援をとても感

謝しておられました。 
スピーチの後、会長よりチャリティラン報

告・もりもりおもちゃ箱フェスタ参加要請・リ

ーダーとの合同例会時に出していただいたア

ンケートの扱い・バレンタインコンサートの経

過報告、水野総主事からの「九州北部豪雨災害

募金協力の感謝」文書紹介、清水主事よりＹＭ

ＣＡ報告があり、閉会点鐘で終わりました。 
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もりもりおもちゃ箱フェスタ報告 
 

松本文男 
 

 11 月 23 日（金・祝）北神戸田園スポーツ公

園において開催されたもりもりおもちゃ箱フ

ェスタ 2012「おいしいもり」に出店しました。 
 前々日から天候の悪化が心配され、当初の計

画販売数を半減しての参加で、今回はから揚げ

とフライドポテトを別々に紙コップに入れて

販売し、その他ゴマ団子も販売しました。 
 途中、少し雨も降りだしましたが、入場者が

多く、正午前にはフライドポテトが、続いてか

ら揚げを完売。残っていたゴマ団子も徐々にで

したが完売することができました。 
 ワイズの店は、安行メンと若林章子メネット

と私の 3 人でしたが、隣で 10 人ほどのリーダ

ーたちがフランクフルトを何度も追加購入を

していました。彼らから若さと元気をもらいな

がら、貴重なファンドを得られた行事でした。 
 

11 月第２例会報告 
 

2012 年 11 月 28 日（水） 19：00～21：00  
キッピーモール６F  会議室４ 
 

≪協議事項≫ 
１、クリスマス例会(12 月第 1 例会）について 

12 月 8 日（土） リーダーと合同    
  礼拝：18：00～  三輪キリスト教会  
   奨励：馬場一朗メン（牧師）  

奏楽：リーダー（ギター） 
   礼拝司会：三宅メン   

献金：リーダー 
  祝会：19：00～21：00 教会 2 階 
   参加人数の確認： 

ＹＭＣＡ・リーダー関係：清水 
ワイズメン：会長  

   参加費 ワイズメン 2000 円  
不参加のメンは協力登録費 
1000 円を手渡しまたは振り 
込んでいただく 

      その他の参加者 500 円 
 
       会費・登録費の振り込みは 
   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 

   準備物の役割分坦 
   祝会のあり方   
   メネット・コメット、知人、ＹＭＣＡ関

係の方々へ呼びかける 
   ビンゴゲーム（ワイズメンに景品をお願

いする）、歌など 
              
２、さんだクラブ次期役員について 
  12 月 8 日（土）のクリスマス例会礼拝前

にメンバーで話し合う   
 
３、卒業リーダー感謝会について  
 3 月 16 日（土）  次回 

 
４、その他  なし   
 
≪お知らせ・報告≫ 
 
 ☆さんだクラブより    
 ・チャリティーラン  
 ・もりもりおもちゃ箱フェスタ 
 ・バレンタインコンサート：チラシ・チケッ

ト配布、会計担当は松本文男メン、チケッ

ト代は手渡しまたは振り込み。 
 
   チケット代の振り込み先は 
    池田泉州銀行 三田支店 
   普通 2242006  松本文男 
 
 ・六甲部「交流事業委員懇談会」ホテル竹園

12 月 23 日（日）16：00～17：30 
  芦屋クラブクリスマス例会 ホテル竹園 

18：00～21：00  
  参加申し込みは松本会長まで 
 
 ・新年例会  1 月 14 日（月・祝）  

ゲストスピーカー 笠谷 圭司氏 
  場所： 駅前 ホテルメルクス 1 階 

 「楽膳」 18：00～20：00 
  会費：3,500 円 
  詳しいご案内はブリテン 1 月号に掲載。 
  ぜひ、ご参加をください。 
 
☆YMCA より 特になし 

 
※古切手の収集をお願いします。ワイワイフォ

ーラム（1 月 12 日）に各クラブ持参します。 
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≪11 月クラブ内スピーカー 中條道雄メン≫ 
   
 
 
 
 
 
 
 1995年三田に開学の関西学院大学について、

「神戸三田キャンパスインフォメーション

2012」という広報紙によるキャンパスの魅力の

紹介と、学部読本によって総合政策学部の 4 学

科の内容や 4年間の流れを紹介してくださいま

した。 
350 名から始まり総合政策・理工学部あわせて

4700 名の学生が在学する関西学院大学。現状

をお聞きして一段と身近なものになりました。

その卒業生が三田で働き、またリーダーとして

活躍してくださり、頼もしい限りです。 
 
次回クラブ内スピーカーは 12 月 19 日（12 月

第 2 例会）安行英文メンです。 
 
★他クラブクリスマス例会ご案内 
・神戸クラブ 
  12 月 11 日（火）19：00～21：00 
  カフェカルタトーファーム 
  （ルミナリエ会場すぐ傍） 
 会食とクロマチックハーモニカコンサート 

  ゲスト 5,000 円 締め切り 12 月５日 
 
・西宮クラブ 
  12 月 15 日（土）17：00～20：00 
  グリーンホテル神戸 

会食とライブ(カントリー ヒッツ ガイズ） 
  ゲスト 6,000 円 締め切り 12 月 7 日 
 
 神戸・西宮両クラブそれぞれの参加申し込み

は松本会長まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

かけがいのないいのちと平和 
～ＹＭＣＡ国際協力募金～ 

 
 ＹＭＣＡ国際協力募金は、世界の国と地域に

広がるＹＭＣA のネットワークを通じて、すべ

ての人びとが国・民族・宗教の違いを超え、平

和にいきいきと暮らすことができる世界を創

り出すための国際協力・国際奉仕活動に用いら

れています。 
 世界ＹＭＣＡ同盟のマークに描かれた聖句

「すべての人を一つにしてください(ヨハネに

よる福音書 17 章 21 節)」、この言葉が私たちＹ

ＭＣＡ運動の基礎にあります。ＹＭＣA は国や

民族の違いを超え、世界 125 の国と地域で約

4,500 万人が活動しています。私たちは互いに

理解し、大切にしあうなかで調和が生まれてく

る社会を目指しています。 
 ＹＭＣＡでは日頃の諸活動を通して、ＹＭＣ

Ａの願いを実現するために、人びとの豊かな成

長を願い、地域に根ざした様々な活動を行って

います。神戸ＹＭＣＡでも乳幼児から高齢者に

いたるまで、「ひとりひとりのいのちが光り輝

くように」という願いのもと日々の活動を行っ

ています。人と人との交流から学び合い、たが

いに成長することで心の成長を育みます。 
 世界に目を向けると、依然として貧困、災害、

紛争など困難な生活を強いられている地域が

あります。世界を見つめ、地域で活動するＹＭ

ＣA は、そこにいる人びととともに「本当に必

要な活動」「自分にできること」は何かを問い

続けながら、一緒に考え行動しています。私た

ち一人ひとりが互いに一つになるために、すべ

ての人びとがいきいきと暮らすことができる

ように協力し支えあう社会を創ります。 
 神戸ＹＭＣＡ国際協力募金全体として、次の

ような目的のために用いられます。 
（１）国外／国内の災害緊急支援 
（２）アジアの農村支援 
（３）アフガン・パレスチナ難民支援 
（４）海外からの日本語学習者支援 
（５）エイズ・プロジェクト 
（６）国際分野の指導者育成 

（ＫＯＢＥ ＹＭＣＡ ＮＥＷＳより転載） 
 

毎年、さんだクラブはバレンタインコンサート

で募金箱を設置し協力しています。 


