
 

 

              
 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 

1 月  
                IBC・DBC 
   IBC・DBC は交流が広がるツールです 
 
 

１月第１例会・新年例会  
    

1 月１４日(月・祝）18：00～ 

   ホテル メルクス１Ｆ 「楽膳」 

      会費 3,000 円（飲み物別） 

   ドライバー 

   開会点鐘   松本 美耶子会長 

   ワイズソング 

   聖書      

   ゲスト・ビジター紹介 

   食前感謝 

   乾杯 

   会食 

   ゲストスピーチ  笠谷 圭司氏 

            （三田市市会議員） 

   会長報告 

   ＹＭＣＡ報告 

   誕生者のお祝い 

   閉会点鐘   松本 美耶子会長 

 

出欠を２日前までにお知らせください 

 

今月の聖句 
「主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜

びなさい。あなたがたの広い心がすべての人に知ら

れるようになさい。主はすぐ近くにおられます」   
フィリピの信徒への手紙 4 章 4 節～5 節 

 
       今後の予定 

 
 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 
 バレンタインコンサート（２月第 1 例会） 
  ２月２日（土）14：00～（13：30 開場） 
  三田市総合文化ホール(郷の音小ホール） 
  すべてのいのちが光り輝く未来に向かって 

      出  演 森 裕理 

     賛助出演 ＫＣクローバー 

 ２月第２例会 
  ２月２７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 今井 佳代子メン 
 

お誕生日おめでとうございます 
１月 ３日  中條 郁子メネット 
１月 ４日  若林 学メン 

 １月２０日  松本 文男メン 
 １月２８日  若林 理子メネット 
 １月３０日  桧垣 眞里特別メネット 

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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年の初めに 
 

さんだクラブ会長 松本 美耶子 
 
あけましておめでとうございます。 
昨年は年の瀬に総選挙があり、一層あわただ

しい師走となりました。日本の、そして世界の

状況の行く末はどうなるのだろうという一抹

の不安を感じますが、こんな時だからこそ明る

く、身近なできることから、小さなことから誠

実に取り組んでいくことが大事ではないかと

いう思いを抱いています。 
さんだクラブの会長を務めさせていただい

て半年が過ぎました。会長になって初めて知る

ことの多さに驚かされ、考え込むことも多々あ

りました。でも少しずつ皆さまのご協力を得る

ことも多くなり、半年を過ごすことができまし

た。後半年も、会長主題の「ワイズライフを楽

しみながら小さくても光となろう」をモットー

に、楽しくさせていただこうと思っています。 
特に、何も知らないうちに企画した近々のバ

レンタインコンサートですが、地域の皆さまに

「良かったよ」と言われるような暖かいコンサ

ートになることを願っています。 
皆さまには、あちらこちらで用いられてお忙し

いとは存じますが、少しの時間と労力を今年も

またワイズメンズクラブにご奉仕ください。 
「ボランティアは合理・効率から判断すれば

大きな赤字、人生の豊かさから判断すれば黒字

決算である」（芦屋クラブ島田恒会長の昨年末

のご挨拶文より）。「然り！」と思いました。 
今年もよろしくお願いいたします。 

 
12 月第１例会報告 

 
田中章子 

 
12 月 8 日（土） 18：00 から三輪キリスト

教会において、クリスマス礼拝、クリスマスの

お祝いをいたしました。 リーダー14 名、ＹＭ

ＣＡ職員、ワイズメン 8 名で豊かな時を過ごし

ました。 
 
 
 
 

三輪キリスト教会の牧師で 福島いわきの教

会でも牧師としてお忙しくされている馬場メ

ンよりクリスマスメッセージをいただきまし

た。 
 
 
 
 
 
礼拝は三宅幸子メンの司会で馬場香メネッ

トの奏楽で始まりました。 三宅メンがルカに

よる福音書 2：1~14 を拝読された後 馬場牧

師が 「飼い葉桶のメシヤ」と題してお話され

ました。 イエスの誕生は何故ナザレだったの

か、それも馬小屋の飼い葉桶でなければならな

かったのか。 
静かな礼拝の時間の後は 三輪教会の 2階で

の祝会。盛りだくさんの料理、寿司、果物、サ

ンドイッチ、オードブルｅｔｃ。がテーブルに

並び、食事の時間を楽しみました。 
 
 
 
 
 
 同日午後 三田ＹＭＣＡの子供クリスマス

でリーダーたちの演じた「イエスキリスト誕

生」の劇（大阪弁？）の再演で笑わせてもらっ

たり、ビンゴゲームに熱狂し、クリスマスソン

グを歌い会は終わりました。久しぶりにクリス

マス祝会に参加された中條先生も 多くの学

生たちとの話がはずんでおられました。  
 
 
 
 
 
 
 
 
三田ＹＭＣＡのリーダーたちはよく食べる、

よくしゃべる、よく笑う、積極的に多くの活動

に参加する。ともかくみんな仲がよい。そして 

ひとりひとりが未来を見つめている。特に多く

のリーダーが将来の夢は先生になりたいとの

こと。 嬉しくなりました。 ワイズメンそれ

ぞれ しわも何本かは伸びたようで、家路につ

きました。            
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１２月第２例会報告 
 

2012 年 12 月 19 日（水） 19：00～   
キッピーモール６F  会議室４ 

 
≪協議事項≫ 
１、さんだクラブ次期役員について 
  会長  安行 英文メン              
  書記  今井 佳代子メン           

ブリテン 松本文男メン 
         

 話し合いにより以上のように決まりました。 
 まだ未定の役職については、メンバーに協力 
をお願いする。 

             
２、バレンタインコンサートについて 
（2013 年 2 月 2 日 土曜日 14：00～） 

・役割の種類 
  受付、会場、楽屋、チョコレート準備など。 
 当日販売、清算が多いので、受付に人手を多 
く必要。リーダーの協力もお願いする。 

・会計 松本文男メン担当 
・本日、西日本区へ再申請していたＣＳ支援金

決定のお知らせがあった。 
 今回のコンサート費用予算の半分以下なの 
で、チケット販売に力を入れる。 

・募金箱は、東北震災支援、国際協力、三田市

福祉協議会の３種を置く。 
・当日のプログラム誌は今井メン作成 
 
３、卒業リーダー感謝会について 
・日程：3 月 16 日（土） 
・場所：礼拝 三輪キリスト教会 
・感謝会のあり方については改めて清水主事と

相談する。   
 
≪お知らせ・報告≫ 
 
☆会長より    
・六甲部「交流事業委員懇談会」  

12 月 23 日（日）16：00～17：30 
 松本会長、安行英文メン、松本文男メン出席

予定 
・ＹＹフォーラム  
日 時：1 月 12 日(土)13:00～17:00 

場 所：神戸ＹＭＣＡチャペル 他 

テーマ：「『個性』の伝道師がやってくる」 

 松本会長、若林学メン、松本文男メン出席 

予定 
・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： 三田駅前 ホテルメルクス  
1 階 「楽膳」 18：00～ 

     会費：3,000 円（飲み物別） 
 若き市会議員ということもあり、リーダー会 
より 2 名を招待する。それ以上の希望があれ 
ば考慮する。 

・その他 

 ① 次期国際会長、および国際憲法改定選挙 
 ② 後期会費納入のお願い 
③ 各種献金（TOF  CS  ロールバックマラ

リア）の納付（2013 年 2 月 15 日〆） 
 ④ 使用済み切手（ＢＦ）収集協力のお願い 
   1 月 12 日のＹＹフォーラムに持参 
           
☆YMCA より  
清水主事欠席のため報告なし 
 

≪12 月クラブ内スピーカー 安行英文メン≫  

20：30～21：10 
・パワーポイント使用による「モロッコ紀行」

の映像と話 
 「モロッコ」という国の位置確認から始まり、 
まずは首都「カサブランカ」の紹介。市内の 
トラム、ヨーロッパ風のアールデコ風の建物、 
四角いモスクなどが映された。壁に囲まれた 
旧市街の迷路の走る「ラバト」の映像は、と 
ても興味深いものでした。その後はいよいよ 
アトラス山脈を越えサハラ砂漠へ。赤砂の砂 
漠の映像は圧巻でした。世界中の映画の砂漠 
シーンはモロッコで撮られるとか。 
砂漠に行きたかったという安行メン、ご満足

のご旅行だったようです。 
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六甲部交流事業担当者懇談会報告 
 

2012 年 12 月 23 日（日）16：00～17：30  
ホテル竹園９階ラウンジ 

西日本区交流主任、六甲部長・書記・交流主

査、各クラブ会長、交流事業担当者など１７

名出席。さんだクラブ出席者：松本会長、安

行英文メン、松本文男メン 
・石田由美子主任より「今年度西日本区交流事

業の動向」 
・各クラブ状況報告 
 さんだクラブとしては、クラブ内の結束を重

点的に考えている現況であり、ＩＢＣ、ＤＢ

Ｃともにないが、リーダーとの交流は積極的

に行っていることを報告。 
 
その他お知らせ・報告事項 
・国際協会ではエンブレムとロゴマークの変更

を国際会議で決定。 
 ワイズメンズクラブを「Ｙクラブ」に名称変

更については国際投票で決定される。 
 →１２月に次期国際会長の投票とともに投

票済み 
・2012～2013 年六甲部報がメールで着信。  
 西日本区定款細則第 9条事業の改定などが載

っています。例会で回覧いたします。 
・神戸ポートクラブの広瀬ワイズ、橋崎ワイズ

ご結婚披露パーティ 
  2013 年 1 月 26 日（土）16：00～18：00 
  洋食屋 神戸デュシャン  4500 円 
おめでとうございます！ ご参加の方は 1 月

16（木）日までに松本まで 
 

お願い 
 
◎後期会費は、西日本区への区費および各種フ

ァンド納付期限が 2 月 15 日ですので、それ

までにお納めください。 
   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 
◎新年会（１月１4 日）の出欠をＦＡＸ、メー

ル、携帯メール、いずれかで 1 月 12 日まで

に会長までお知らせください。できるだけご

参加くださり、大いに語り合いましょう！ 
◎バレンタインコンサートのチケット販売に

ご協力ください。今回は費用がかかりますの

で、割り当て以上の枚数販売をしてくださる

と嬉しいです。 
   チケット代の振込先 池田泉州銀行 
    普通 2242006 松本文男 
◎ＢＦのための古切手をＹＹフォーラムで六

甲部として集めます。協力０クラブを目指し

ていますのでご協力ください。１月１１日ま

でにキッピーモール６階の清水主事にお預

けくださるか、会長までお送りください。 
◎1 月第 2 例会（23 日）のクラブ内スピーカ

ーは酒谷理加メンです。 
どんなお話が聞けるでしょうか。楽しみにご

出席ください。 
 
～神戸ＹＭＣＡより～ 

タイワークキャンプ参加者募集  

30 回を迎える歴史あるワークキャンプ 

「北タイ農村の人びとと過ごす」 

対象：高校 3年生以上、14 名まで  

日程： 3 月 14 日(木)～26 日(火)12 泊 13 日 

説明会： 1 月 11 日(金)、1 月 19 日(土) 

いずれも 19:00-20:00 

いずれかに、ご予約の上、ご参加ください。 

国際・奉仕センター(担当：永井） 

 

特別講演会「いのちの輝き」 

1 月 17 日は阪神・淡路大震災、また 3月 11 日

は東日本大震災、この両大震災の間の2月に「い

のち」を考える特別講演会を開催します。長年、

ホスピス医療の第一人者として活躍されてき

た柏木哲夫先生をお招きして、「いのち」の軽

視を総括的に捉え、「いのちの輝き」の意味に

迫っていただく会を計画しています。午餐会の

拡大版として企画いたしました。 

日時：2月 16 日(土) 

  正午 ～午餐会(昼食と懇談) 

柏木先生を囲んで(予定) 定員 30 名 

  午後 1時～午後 2時 30 分 講演会 

場所：神戸ＹＭＣＡ ４Ｆサイコー亭  

講師：柏木哲夫氏(淀川キリスト教病院名誉ホ

スピス長、金城学院大学学長)  

テーマ：「いのちの輝き」 

参加費：午餐会１５００円(要 事前申し込み)、

講演会のみ 無料 

問合・申込先：神戸ＹＭＣＡ本部事務局 

 電話 078-241-7201 FAX078-241-7479 


