
 

 

 国 際 主 題： 『全ての世界に出て行こう』                    

       “Go Ye Into All The World”                      

ア ジ ア 主 題：： 『未来を始めよう、今すぐに』                                      

       “Ｓｔａｒｔ Ｆｕｔｕｒｅ Ｎｏｗ”                             

西日本区主題： 『志を持って例会に参加し、 

学びの機会をもちましょう』           

      “Attend club meeting with a clear motive 

to make the most of them”             

六 甲 部 主 題： 『さらなる交流 さらなる国際 

さらに活発な六甲部へ』                             

 

７月の例会 
       （詳細は別紙） 
 ・かるがも園夏祭り  ７月６日（土） 
  「唐揚げとフライドポテト」14：00 集合 
 第１例会 キックオフ例会 夏祭り終了後 
   （新入リーダー歓迎会） 
７月６日（土）18：30～ 
キーラーゴ（三田駅前通り） 
会 費：メン 3,000 円 メネット 2000 円 

  礼拝：司会 三宅幸子 奨励 馬場一朗 
ドライバー 安行 英文 
ゲスト：坂部

さ か べ

 友
とも

淳
あつ

さん（ピアニスト） 
１９８０年 ９６０ｇで生まれ、未熟児網膜症のため

失明、１７歳の頃からはじめたピアノは、言葉の少ない

彼にとって唯一自分を表現する手段となっている。彼の

奏でるピアノの美しい音色とそのピュアな姿は、多くの

人の心を動かしてきた。 
   プログラムは当日配布 
新年度のスタートをメンバー、職員、リーダ

ーたちと共に迎えたくご出席ください。 
別紙をご覧の上、出欠の返事をお願いします。 

 
 
         今月の聖句 

 
ある夜のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。

「恐れるな。語り続けよ。黙っているな。わたくし

があなたと共にいる。だから、あなたを襲って危害

を加える者はない。この町には、私の民が大勢いる

からだ。」  使徒言行録 １８：９－１０ 

       今後の予定 
 

 

 ・六甲部評議会＆８ワイズ納涼会 
  ７月１３日（土） 於 神戸大学深江校 

★  評議会     13：30～15：00 
★  研修会（ＥＭＣ）15：30～16：45 
★  ８ワイズ納涼会 17：00～19：00 

 
  ・７月第２例会 
  ７月２６日（金）19：30～ キッピー６Ｆ 
 
 ・８月第１例会 （六甲部長公式訪問）   

✦８月３日（土）17：00～ 
   例会・会食 於 「嬌庵」 
   会費：メン 3､000 円 メネット 2,000 円 

✦三味線、太鼓、笛の演奏と花火の夕べ 
興聖寺 19：30～ 
 

 ・８月第２例会 ８月２２日（金） 
19：30～  キッピー６Ｆ 
 

 ・六甲部部会 
   9 月 7 日（土）13：30～19：00 
   神戸クリスタルタワー 
 

お誕生日おめでとうございます 
   ７月１５日 清水 浩一メン 
   ７月２２日 若林 良メン 

会長主題： 『夢と希望を持って明るく活き活きと』  

                                                       

会     長 ： 松本 美耶子 

副 会 長 ： 山本 博昭   末岡 成夫  

書  記 ： 今井 佳代子  若林 学 

会 計 ： 松本 文男 

会 計 監 査 ： 若林 良   

部交流主査 ： 安行 英文 

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 21 - 01    July  2013

今年度の聖句は馬場メンに選んでいただきました 

例会の曜日が第２、第４金曜日に 

変わります！ 
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6 月第 1 例会 報告 
 

6 月 10 日（水）キッピーモール６階の大会

議室で１９時より開催。 
久しぶりにゲストが来られるかもと少々張

り切っていましたが、ご都合がつかず欠席連絡

をいただき残念でした。 
しかしタイワークキャンプ報告のため、二人

のリーダーが出席。また久しぶりに例会出席の

メンバーもいらっしゃり、いつもの例会よりは

盛況（？）で嬉しいことでした。 
開会点鐘、今月の聖句拝読、リーダー紹介と

続き、東日本大震災の被災地福島県いわき市の

平教会に月に一度、3，4 日間牧会に行かれてい

るさんだクラブメンバー馬場一朗メンにスピ

ーカーを務めていただきました。 
 
 
 
 
 
 
被災地の状況としては物資の支援活動とし

ては落ち着いてきているが、2 年間経った今、

問題はやはり放射能汚染であり、行政の情報も

遅いし、どれが正しい情報なのか専門家の意見

も食い違いきっちりしないところに多くの不

安があるということを話されました。 
子供たちを外で遊ばせられないので、ビル１

棟を借りて中で遊ばせるようにしたが、ニーズ

が大き過ぎて足りないというお話に、暗澹とし

た気持になりました。 
義捐金もなくなってきており、ボランティア

の数も足りない現況の中で、現在の支援活動は

人々の不安・不満を傾聴するボランティアに変

わってきているとも話されました。 
神学生のご長男が参加された東日本大震災

支援活動としての３回にわたるキャラバン隊

報告書も回覧してくださいました。 
原発事故のあった東海村の５キロメートル

のところで子育てを含め生活された馬場メン

のお話は、放射能について持つ住民の不安を十

分に共感された内容であり、「まずは現地に行

ってみてください」というお言葉が胸に響きま

した。 
これから私たちにできることを考えていく

上での手がかりとなる、良きお話が伺えて感謝

です。 
現地と三田三輪メソジスト教会との兼務牧

師として働かれるお忙しい日々の馬場メンに、

神様のお支えを祈ります。 
続いて、第３０回タイワークキャンプ報告は

林徹哉リーダーと吉川洋子リーダー。詳しくは

報告書をいただきましたのでご覧ください。 
「何かをしてあげたいから一緒に何かをに

変わった」と話された林さん、「当たり前って

何かを考え、あたり前でいいやん」とあたり前

の大事さに気付かれた吉川さん。ワークキャン

プを通して彼らが得られたたものの大きさに、

ワイズメンみんな嬉しくなりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
中條メンに食前感謝のお祈りをしていただ

き、食事。次いで 6 月誕生の方にハッピーバー

スデイを歌いプレゼントをお渡ししました。こ

の 1年手作りのプレゼントを準備してくださっ

た桧垣眞里特別メネットに感謝です。 
清水主事より三田ＹＭＣA 報告。そして今日

でさんだワイズメンズクラブを退会される方

もいらっしゃいましたので、会長より 1 年間の

お礼と次期への協力のお願いをし、閉会点鐘も

って終了しました。（松本 美耶子） 
 

６月第２例会報告 
 

 6 月 26 日（水）19：00～20：30 
キッピーモール６F 会議室４ 

 
≪協議事項≫ 
 
１、かるがも園夏祭り・７月第１例会（キック

オフ例会・新入リーダー歓迎会）について   
   ★別紙参照 
２、８月第１例会について（六甲部部長公式訪

問）8 月 3 日（土） 
・内容 演奏と花火観賞 ワンコイン（500
円）とし、余島に被災地の子どもを招待する

ための募金とする。ＹＭＣＡの余島キャンプ
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募金のパンフを準備・配布 
17：00～19：00 「嬌庵」で六甲部キャビネ

ットを迎え例会と会食   
 19：30～20：30  演奏と花火 
  演奏は三味線・民謡・太鼓・笛などを予定  

今井メン仲介 
  チラシ 今井メン作成 200 枚   
 
３、2013-2014 六甲部第 1 回評議会について 
 7 月 13 日（土） 13：30～19：00  

 神戸大学 海事科学部（深江キャンパス） 
  第 1 部六甲部評議会 第 2 部ＥＭＣ研修会 

第 3 部 8 クラブ納涼懇親交流会 
  参加費 第 1～第 2 部 1,000 円  

第 3 部 男性 4,500 円 女性 4,000 円 
  出席者（26 日現在）安行メン・暁子メネッ

ト、今井メン、松本文男・美耶子メン 
上記以外でご出席の方はお知らせください。 

 
≪報告・お知らせ≫ 
★会長より 
・さんだクラブ 20 周年記念講演会  

10 月 20 日（日）森孝一神戸女学院院長    
 キッピーモール多目的室 
予約完了 13：00～17：00 

 ・2012-2013 さんだクラブ会計について 
現在残高報告 本会計とファンド 

  （詳細は 7 月キックオフ例会で配布）   
 ・西日本区大会報告 安行・松本メン   
    
★YMCA より（西垣さん）  
 ・泥んこキャンプ 
 ・ＹＭＣＡのサマーキャンプ 
 

西日本区大会報告 
 

安行 英文 

 

 ワイズメンズクラブ第１６回西日本区大会

が名古屋能楽堂、ウェスティンナゴヤキャッス

ルホテルで６月２２日、２３日に開催。会長代

理の松本文男メンと出席。 

 名古屋能楽堂での開催は異例で、とても重厚

な趣の中で、部長報告も無事終わり、各クラブ

のバナーセレモニーも真っ新な足袋を履いて

舞台にあがり、これも無事に終わりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上野部長から次年度山田部長予定者にバト

ンが無事渡されたことに感激しました。 

一年間本当にありがとうございました。また

山田部長予定者にはこれから六甲部をよろし

くお願いいたします。 

 懇親会はウェスティンの大きな会場でそれ

は沢山の会員たちの集いとなり、懇親を深める

ことができたと思います。 

 六甲部関係での表彰は 

 以下の通りです。 

○Y、サ、ユース事業 

 献金 100%達成賞、西宮、神戸西、神戸学園都

市、芦屋 各クラブ 

○地域奉仕、環境事業 

 CS,TF,FF トリプル達成賞、芦屋 

 奉仕活動に貢献した優秀クラブ 西宮 

○EMC 事業 

  出席率 90%達成賞、西宮 

  青年会員獲得賞、神戸西、神戸学園都市 

○ファンド事業 

  BF100%達成賞、神戸ポート 

○交流事業賞、 

  優秀賞 宝塚 

  国際大会登録促進優秀賞 宝塚 

○広報事業  

  ホームページ優秀賞 六甲部 

 

○メネット事業 

  優秀賞 神戸 
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振り返りとリセット 
          

2012-2013 および 2013-2014 
会長 松本美耶子 
 

「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」を会長

主題とし、若林学直前会長の「見つめ直そう、

ワイズスピリッツ」を引き継ぎ、１年間歩んで

まいりました。 
７月の「かるがも園」（知的障がい児通園施

設）の夏祭り支援から始まり、坂部友淳さん（盲

目のピアニスト）を迎え、皆で歌ったキッオフ

例会。 
安行メンの興聖寺で岡崎結夏さんのクラリ

ネット演奏と花火を楽しみ、北九州豪雨災害の

募金もさせていただいた８月例会（六甲部キャ

ビネット公式訪問）。 
９月の六甲部部会ではアンパンマンを歌い、

その扮装で大いに受け、西日本区の今は亡き成

瀬理事特別賞を受けたことは、忘れられません。 
10 月には、リーダーとの合同例会を開催し、

「これまで出会った困難とその解決法」「20 歳

前後にはどのようなことを考えていましたか」

というアンケートをメンバーに行い、全員にお

答えいただき、それをもとに三つの島に分かれ、

リーダーたちと共にワイワイ話し合いました。 
11 月のチャリティラン、もりもりおもちゃ箱

フェスタでは、から揚げ、フライドポテトを販

売し、ファンド獲得に奮闘しました。 
12 月の三輪キリスト教会でのクリスマス礼

拝・祝会、1 月の若き市会議員を招いて「楽膳」

での新年例会、2 月の 20 周年記念バレンタイ

ンコンサート、3 月の卒業リーダー感謝会など

は、いつもユースボランティアリーダーが一緒

でした。 
特に「郷の音」ホールでの森裕理さんのコン

サートは、主旨を「東日本大震災を覚えて」と

し、「すべての命が光輝く未来に向かって」を

副題として開催しました。西日本区よりＣＳ支

援金を頂き、リーダー、ＹＭＣA，ワイズメン

の良き協働ができた事業となりました。西尾リ

ーダーが森裕理さんと手をつないで歌った姿

がほほえましく、目に焼き付いています。東日

本大震災、神戸ＹＭＣA の国際協力、三田市社

会福祉協議会の 3 か所へ、募金をさせていただ

きました。 
嵐で警報が出されている中で決行した、神戸

女学院での 4 月のお花見・ヴォーリズ建物見学

例会。各クラブから、警報をものともせずご参

加くださり感謝で一杯です。 
5 月の例会は松本宅でシチュー、ワイン、持

ちよりの食べ物・飲み物をいただきながら、例

会だということを忘れ楽しみました。 
そして 6 月の例会では、福島の教会を兼牧さ

れ牧会されている馬場メンより福島の現況を

お聞きすることができ、私たちに何ができるか

を改めて考える機会をいただきました。 
この 1 年を、行事からざあっと振り返ると以

上のようになりますが、その他、できるだけク

ラブ内メンバーの交流を図るべく、クラブ内ス

ピーチをお願いし、松本（文）・若林（学）中

條・安行・酒谷・今井・森本の各メンが務めて

くださり、それぞれに興味深いお話を聞くこと

ができたことは嬉しいことでした。 
また万国旗と鐘をできるだけ会場に運び、使

うようにしました。ワイズメンズの原点を見つ

め直すためには必要と考えたためです。 
そして、さんだクラブの大きなファンド事業

として、「１箱で２つの支援カレー」と銘打ち、

様々な所・機会に、WELnet さんだ（障がい者

自立支援事業所）製造のカレー販売を行い、事

業所支援と、その収益金により三田ＹＭＣA の

ユースボランティアの活動支援をすることが

できました。 
今後の課題として、様々な理由によりさんだ

クラブ外の行事への参加者が少ない、例会の出

席者が限られてきているということがありま

す。メンバーそれぞれ、タラントを生かしてで

の参加の仕方があってもいいかなとは思いま

すが、さんだクラブの今後を考える時、懸念さ

れることです。 
〈2013-2014 会長をお引き受けして〉 
前年度の課題を考える時一抹の不安を覚え

ますが、「明日のことは明日思い煩え」「2 人、3
人集まる所に主は存る」という御言葉を支えに

スタートいたします。 
会長主題は「夢と希望を持って、明るく活き

活きと」。 
これはケセン語訳新約聖書を出された山浦

玄嗣氏が、「セケン（世間語）訳 4 福音書「ガ

リラやのイェシュー」の中で、「永遠の命を得
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る」を「委ねるものに明るく活き活きと生きる

力を与える」と、著されていたところに依りま

す。 
「例会を大事に、楽しく」を第 1 番と考え、リ

セットしてこれからの 1年を務めさせていただ

きます。 
よろしくお願いいたします。 

 
 

YMCA からのお知らせ 
 

清水 浩一 

 

ここ数年、YMCA が地域で求められる事柄は多

様化してきましたが、その中で選択してきた全

てにおいて子どもと若者の命の輝きを求めた

協働でした。６月１９日には三輪幼稚園からの

依頼で園児と保護者対象のレクリエーション

プログラムを行いました。先生も含めて総勢

180 名、5名のリーダーと共にまさにファミリ

ーウエルネスが展開された時間でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 21 日には三田市社会福祉協議会からの

依頼で、いわゆる片親という環境にある家庭を

対象としたデイキャンプのプログラム全般を

請け負います。 

 いよいよサマープログラムの季節がやって

きます。今年度は丹波市の団体との協働である

「どろんこ☆キャラバン」主催の福島被災児童

保養キャンプからスタートします。三田市市民

活動推進プラザでの共同事業も益々増えてき

ており、9月まで走りきれるか不安ですが、真

に求められる人材、組織になれるようリーダー

と共に全力で走り抜けたいと思います。これま

でどおりご支援、ご指導を承りますようお願い

申し上げます。 

 

〈三田ＹＭＣＡ 7 月の主な予定〉 

 

7/6 かるがも園夏祭り補助 

7/14 自然探検クラブ 7月例会 

7/21 （仮称）ひとり親キャンプ 

7/24-31 どろんこ☆キャラバン福島被災児童

保養キャンプ 

7/28-29 六甲山のキャンプ 

7/31-8/2 サッカーキャンプ 

 

会費納入について 
 

クラブの運営はメンバーから納めていただく

月会費 3000 円（特別メネット・連絡主事は別）

によってなされています。 
そのうち 1 人月に 1250 円を区費として、また

125 円を六甲部費として、半年毎に提出する会

員の現況に基づき、前期は 8 月 15 日迄、後期

は 2 月 15 日迄に納入します。そのためクラブ

費として半年分 18,000 円を納入期日迄にお振

り込みください。 
その他、クラブには区大会、Ｙサ・ユース、Ｃ

Ｓ,ＦＦ，ＴＯＦ，ＢＦなどの支援金および国際

統一事業などへの献金、またＹＭＣA の諸行事

への補助金などの要請があります。 
以上のことをご理解いただきまして、新年度会

費の納入をお願いします。 
 

会費納入先 
 

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 

 
 
★ＢＦ資金として使用済み切手を集め、例会に

お持ちください。 
 

ＹＭＣＡ維持会費 
 

公益財団法人神戸ＹＭＣＡへの支援のため、 

ワイズの会費とは別にＹＭＣＡへ納入します。 

（年１万円) 納入した方には維持会員証が 

神戸ＹＭＣＡより交付されます。 

 
☆13－14 年さんだクラブ役員表 ６ページ 



 

6 
 

13－14 年さんだクラブ役員表 
 

会  長 松本 美耶子 
直前会長 松本 美耶子 
副 会 長 山本 博昭  末岡 成夫  
書  記 今井 佳代子 若林 学 
会  計 松本 文男 
会計監査 若林 良 
ブリテン 松本 文男 
Ｅ Ｍ Ｃ 今井 佳代子  
Ｙサ・ユース 中條 道雄 三宅 幸子  
ファンド 松本 文男 森本 通朗 
交  流 安行 英文 酒谷 理加 
メネット 安行 暁子 
地域奉仕・環境事業 杉村 肇  馬場 一朗   
メール委員 松本 美耶子 
連絡主事 清水 浩一 
 
皆さまよろしくお願いいたします。 
 


