
 

 

              
 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 

6 月  評価・計画 
     数値で見える尺度で評価し、 

次年度の 計画につなげよう。 
 

6 月第１例会  
出欠を前日までに松本まで 

６月５日(水） 19：00～21：00 

キッピーモール６階 大会議室 
ドライバー     今井 佳代子 
開会点鐘   会長 松本 美耶子 
聖書・お祈り    中條 道雄 
ゲスト紹介 

・スピーカー     馬場 一朗 
「東日本大震災（福島）での牧会を通して」 

・タイワークキャンプ参加報告 
      林 徹哉  吉川 洋子 
 食前感謝 
会食 

 報告      会長・連絡主事 
 閉会点鐘   会長 松本 美耶子 
 

       今月の聖句 
「これらすべてに加えて、愛を身につけなさい。愛

は、すべて完成させるきずなです。 
またキリストの平和があなたがたの心を支配する

ようにしなさい。この平和にあ図からせるために、

あなたがたは招かれて一つのからだとされたので

す。」  コロサイの信徒への手紙 ３章 14～15 

    今後の予定 
 

 6 月第２例会 ６月２６日(水）19：00～ 
   キッピーモール６階 会議室４ 
 
 ７月第１例会 ７月６日（土) 
  ✦「かるがも園」夏祭り 14：00～ 
   「やきそば」と「フライドポテト」 
    鳥インフルエンザを考慮して 
    唐揚げを止めてやきそばの復活 
    多数の方のご奉仕をお願いします。 
  ✦キックオフ例会：新入リーダー歓迎会 
   礼拝 18：15～ 三輪キリスト教会 
   例会：歓迎会 19：15～ 
    三田駅前「キーラゴ」 
    登録費：メン 3000 円 

メネット 2000 円 
リーダー  500 円 
新入リーダーは招待 

    坂部友淳さんのピアノでご一緒に歌

いましょう 。要 出欠の返事 
 

♡お誕生日おめでとうございます♡ 
 
６月 ６日  田中 章子メン 
６月１０日  今井 恵メネット 
６月２３日  田中 武光メネット 
６月２３日  清水 春奈メネット 

 

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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5 月第 1 例会報告 
 

今井 佳代子 

 

５月８日（水）  １９：００～ 

場所：松本会長宅 

 

年間行事が目白押しの日々ですが、たま

には会員同士の親睦が必要と、松本会長宅

でのパーティーとなりました。 

合鴨のスモークやサラダ、松本文男メン

お手製の懐かしのビーフシチューに加えて、

地元三田の知る人ぞ知る魚屋さんのカツオ

のたたきなどいろいろな手みやげなどをお

つまみに、ワインやビール、数種のノンア

ルコールビールを楽しみました。イチゴや

皆様持ちよりのデザートも豊かでおいしか

ったです！ 

 

 

 

 

 

 

普段なかなか出席できない面々も集まっ

て、楽しい時間を過ごしました。 

特に、前回の例会での森本メンの切り絵

の好評ぶりなども再現されて、大いに盛り

上がりました。 

 

 

 

 

 

 

場を提供し、段取りもしてくださった松

本会長と松本文男メン、本当にありがとう

ございました。 

 

註：今期でクラブを去られるメンバーもご

一緒に楽しい会が持てたことは、とても嬉

しいことでした。ただ、楽しい話がはずみ

すぎて、今後のクラブについての真面目な

話し合いができませんでした……まっ、良

しとしますか。 （松本会長記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
西宮クラブ６５周年記念例会報告 

 
松本 文男 

 
去る５月１８日（土）西宮クラブの６５

周年記念例会が開催されました。六甲部の

各クラブからはそれぞれ１名の出席依頼で

したので、会長他用のため出席しました。 
第１部の記念感謝礼拝が日本福音ルーテ

ル西宮教会でもたれ、市原正幸牧師の「い

つも、いつも、いつも」と題された奨励が

ありました。礼拝に引き続き長井愼吾西宮

クラブ会長から挨拶と「西宮ワイズメンズ

クラブ６５年の歩み」というお話がありま

した。 
『過去を振り返って、未来を考える』と

の趣旨のもと、パワーポイントを使って６

５年のクラブの活動を説明され、宝塚クラ

ブとさんだクラブのチャーター時の写真と

か、西宮・宝塚・さんだ３クラブのソフト

ボール大会の写真など大変懐かしく過去を

振り返るひと時を与えられ、嬉しく思いま

した。現在確実な営みをされている西宮ク

ラブにも会員数名という時があったという

話もあり、力づけられました。 
第２部は、会場を西宮ＹＭＣA に移動し

て、保育園の多目的ホールで記念感謝例

会・茶話会が催されました。 
例会では、１名の入会式が行われ、クラ

ブの誕生と新メンバーの入会をお祝いする

茶話会で、出席していた４名のリーダーた

ちのリードでキャンプソングなどを全員で

歌いとても楽しく和やかな例会でした。 
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宝塚ワイズメンズクラブ 
設立２５周年記念式典に参加して 

 
杉村 肇 

 
去る５月２５日（土）１１：００から宝

塚ホテルにて催された標記の式典に松本文

男メン、安行暁子メネットと共に参加した。 
はるばるデンマークからも３名の参加者

があり、東京、名古屋、滋賀、和歌山、岡

山、岩国、金沢、千葉、京都、岩国、熊本、 
そして六甲部の各クラブから合計２００名

にも及ぶ参加者があり、大変な盛会だった。 
第１部は礼拝形式の式典、第２部は細川

元首相の夫人である細川佳代子氏の講演、

第３部は祝会だったが第２部の細川佳代子

氏の講演が圧巻で、大いに感銘を受けた。 
 講演のテーマは知的障がい者アスリート

のスペッシャル・オリンピックス。ナンバ

ーワンを競うのではなく、知的障がいを持

つアスリートが如何にオンリーワンとして

輝くのをサポートするか、を感動的な語り

口で話され、ご自分の７０年の人生の中で、

前半の５０年で学んだことより、スペッシ 
ャル・オリンピックスに携わった後半の２

０年に学んだことの方が余程多く、障がい

を持つ人々から命の尊さ、人生の意味を教

えてもらい、そのおかげで今現在、豊かで

幸せな、充実した日々を過ごせていると熱

く話された。 
何らかの障がいを持つ人の割合は人口比

約２％弱だそうで、神様は人にやさしさと

思いやりの心を持たせるために障がい者を

私たちの中に置いておられるのだ、と

も・・・。 
「皆さん、どうぞご自分のビジョンを持

ち、ミッションを自覚し、パッションを持

ってアクションを！」と、我に続けと言わ

んばかりに力強く呼び掛けられた。 
祝会の席上で障がい者の呼び方について

メモで氏にある提案をしたところ、何と２

８日（火）の朝、その件で氏ご本人から直

接お電話を頂いて２０分程お話ができたと

いうオマケがあって、大いに感激した。 
氏の自叙伝「花も花なり、人も人なり」

を買い求め、読み始めているが、実に面白

く、グイグイと引き込まれ、トイレにまで

持ち込んで読んでいる。 
 
 

さんだクラブ５月第２例会報告 
 

2013 年 5 月 29 日（水） 19：00～20：40  

キッピーモール６F  会議室 3 
 
≪協議事項≫ 
１、6 月第 1 例会について  

6 月 5 日（水）19：00～23：00 キッ

ピーモール６Ｆ 大会議室  
・『東日本大震災被災地（福島）での牧会

を通して』 
  三輪キリスト教会牧師 馬場一朗メン 
  軽食準備：田中・今井メン 
・タイワークキャンプ参加リーダー報告：

林 徹哉・吉川 洋子 
  ★ゲスト・他リーダー出席予定  
      
２、かるがも園夏祭り支援および新入リー

ダー歓迎会・キックオフ例会について 
7 月 6 日（土） 

・夏祭り支援内容：鳥インフルエンザを考

慮して唐揚げではなく焼そばとフライ

ドポテトとする。 
★細かい段取りは 6 月第 2 例会で相談 

・夏祭り片付け終了後  
☆新入リーダー歓迎・キックオフ例会

を開催  
18：15～ 礼拝：三輪キリスト教会 

奨励 馬場一朗牧師 
19：15～ 例会：場所 キーラゴ   

ゲスト 坂部友淳さん（ピアノ） 

≪一緒に歌いましょう≫ 
登録費はメン 3000 円、メネット 2000 円、 
リーダー500 円、新入リーダーは招待と

する 
 

３、花火例会 8 月 3 日（土）について 
 ・六甲部部長訪問予定 
 ・ふれあいマーケットに出店しファンド

を得る方向で検討（申込〆6 月 7 日） 
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 ・出店撤収後レストランで会食 
 ・リーダー会も出店の方向 
 ・場所を興聖寺（安行メンのお寺）で音

楽と花火観賞 
  音楽は岡崎結夏さんも含めて検討 
  ワンコイン（500 円）チケットを発売

し、東日本大震災募金に充てる 
 
４、新年度運営について 
 ・例会曜日の話し合い 
  第 1 例会を第 2 金曜日、第 2 例会を第

4 金曜日とする 
 ・ロースター掲載の新年度役員名の確認 
 
５、その他 
・西日本区参加者の登録・宿泊費はクラブ

より半額補助とすることを承認  
 
≪報告・お知らせ≫ 
☆会長より 
 報告 
 ・5 月 11 日（土）六甲部次年度準備役員

会報告 
 ・5 月 18 日（土）西宮クラブ 65 周年記

念例会 出席 松本文男メン 
 ・5 月 25 日（土）宝塚ワイズクラブチャ

ーター25 周年記念例会 
  出席 杉村メン・松本文男メン、安行

メネット 
 ・7 月 6 日（土）17：00～19：00 

武田寿子会長感謝会  
ＡＮＡクラウンプラザホテル 

 
☆YMCA より（清水主事） 
 ・5 月 19 日（日）神戸ＹＭＣＡリーダー

委嘱式 110 名  
 ・ＹＭＣＡのプログラム以外のリーダー

活動として、三輪幼稚園のレクレーシ

ョンリーダー要請、一人親のキャンプ

のプログラムとリーダーシップのノウ

ハウの要請（社協より）、泥んこキャン

プ（災害地のこども招待の丹波のプロ

グラム）の手伝いなどが予定されてい

る。  
 

 

 


