
 

 

 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』                             

 

8 月の例会 
 第１例会 花火例会（六甲部長公式訪問）       

８月３日（土）17：00～ 
Ⅰ部 
  会場「嬌庵」（高次 2 丁目）079-563-7077 
  会費：メン 3､000 円 メネット 2,000 円 
  ドライバー      安行 英文 
  開会点鐘    会長 松本 美耶子 
  聖書：お祈り      
  ゲスト紹介 
  六甲部長あいさつ 山田 滋己(神戸ポート) 
  会長報告 
  食前感謝 
  会職・懇談 
  閉会点鐘    会長 松本 美耶子 
     興聖寺へ移動 
Ⅱ部   19:30～20:30 

三味線、太鼓、笛の演奏と花火の夕べ 
  興聖寺  

 
出欠は下記へ 
090-5880-4558 

 miyakosan920-colu@docomo.ne.jp 
 
    

         今月の聖句 
 

「あなたはわたしの嘆きを踊りに変え 粗布

を脱がせ、喜びを帯として下さいました。」 
             詩編 ３０：１２ 

       今後の予定 
 

 ・８月第２例会 ８月２３日（金） 
19：00～  キッピー６Ｆ 
20 周年記念講演会打ち合わせ 

 

 ・六甲部部会（９月第１例会） 
   9 月 7 日（土）13：30～19：00 
   神戸クリスタルタワー 
 
 ・９月第２例会 9 月 27 日（金）19：00～  
  市総合福祉保健センター３Ｆ 第 1 研修室 
 
 ・１０月第１例会 10 月 11 日(金）19：00～ 
   キッピー ６Ｆ 大会議室 
 
 ・20 周年記念講演会  10 月 20 日（日） 
  キッピーモール６Ｆ 多目的ホール 
  ハンドベル演奏と講演 
  講師：神戸女学院院長 森 孝一氏 
 
 

お誕生日おめでとうございます 
    
   ８月２２日 安行 暁子メネット 
   プレゼントはのぞみ作業所の手織りコースターです 
 
 
 
 
 
 

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- 02 August 2013 

 
7 月のデータ  ≪在籍者 15 名≫    

 
出席者 23 名  
うち会員数 9 名 出席率 60％ 
メネット  2 名 ゲスト・ビジター 2 名 
リーダー  10 名 
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「かるがも園」夏祭り 

 
杉村 肇 

 
 去る７月６日（土）、今年も恒例の夏祭りが

好天のもとに行われ、さんだワイズも例年のご

とく支援するために参加した。 

 駆けつけてくれたワイズメンバーは松本会

長を始め、松本文メン、山本メン、安行メン、

今井メン、安行メネット、杉村メンの７名で、

ＹＭＣＡからも、ゆかた姿の９名のリーダー、

３名のスタッフ、出し物は「から揚げ」と「フ

ライドポテト」だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 準備万端、１６時から始まって、アッという

間に行列ができ、作るのが間に合わない程の大

好評。園内一杯にキラキラと輝く瞳があふれ、

笑顔、笑顔の花が咲き、楽しげで元気な笑い声

があちこちで聞こえた。 

かるがも園は知的発達障がいを持った就学

前の子供達の発育支援を目的に、通園形式を取

って運営されている施設。園長の平井先生は驚

くほどの小柄な身体（体重４０ｋｇ？失礼！）

ではあるが、どこにこんなエネルギーがあるの

か、と思うほど精力的に動かれていた。聞くと

ころによると安行メンは運営評議委員のお一

人との事。 

 障がいを持った子供達と共に夏祭りを楽し

んでおられるお母さんやお父さんを見ている

と、暑さを忘れ、心の中を爽やかな風が吹き抜

けた。 

 つい先日、宝塚ワイズ２５周年記念イベント

で、スペッシャルオリンピックスをサポートし

ておられる細川佳代子さんの講演を聞いて感

動したばかりだが、その感動が蘇った。この感

動こそが「いのちの大切さ」を覚え、「生きる

喜びを分かち合う」事を覚える原動力なのだろ

う、と改めて思わされた機会だった。 

 

7 月第 1 例会(キックオフ例会) 

 

今井 佳代子 

 

 ７月６日（土）かるがも園の夏祭りの後、場

所を移し、三田駅前通り キーラーゴ にて 

『夢と希望を持って明るく活き活きと』を今年

度の主題にして、キックオフ例会と、新入リー

ダー歓迎会を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転居等様々な事情で会員が減る中、立て直し

を図るべく、松本美耶子メンが引き続き今年度

も会長を務めてくださいます。 

まずは、 前年まで 別々に開いていた、かる

がも園夏祭り、キックオフ例会、リーダー歓迎

会を 一日におさめる事に。 

初めの礼拝は、馬場一朗メンが福島の平教会

と三田三輪キリスト教会の兼任でお忙しい中、

奨励をしてくださいました。 

 

 

 

 

 

 

例会は さかべともあつさんのピアノ演奏

で祝いました。未熟児網膜症と、保育器の中で

の同じ姿勢を続けたための脳損傷と、しょう害

を重ね持ったともあつさんですが、指先から奏

でられる音色は聴く人の心を惹き付けます。又、

リクエストを受け付けながら弾いているとも

あつさんも皆の拍手にとても嬉しそうでした。

こうした場に出演することが彼の励みになっ

ていきます。彼の演奏に心傾けてくださった皆
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さんにも感謝です。本当にありがとうございま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この日は、関西学院大学総合政策学部宗教主

事もゲストで参加して、学生時代の YMCA 体験

などをお話しくださいました。今後も色々なお

話を聞かせてもらえそうで楽しみです。 

前年度に引き続き、今年度も活発な活動をこ

ころがけて、２０周年事業を成功させるべく、

会長を筆頭に、メリハリを利かせて 張り切っ

ていきます。 

 リーダー達も参加して賑やかに行われたキッ

クオフ例会。 

『楽しい例会を心がける』という意気込みの通

り、楽しく一年の幕があきました。 

 

六甲部 13～14 年度 第１回評議会報告 

  

               若林  学 

 

 ７月 13 日(土)朝からムセ返るような気温上

昇にこの体が持ち堪えるか否か？？とすごく

心配になり、本当はいけなかったのですが車で

神戸大学海事科学部深江キャンパスに出向き

ました。（前日まで三宮 YMCA だと思っていたの

で、アブナイ、アブナイ） 

この場所は山田部長の卒業校ということで

今回評議会が開催されたのですが、何とキャン

パス隣には新明和工業甲南工場が在り（太平洋

戦争以前、あの二式大艇や紫電改を手掛けた川

西航空機）海上自衛隊救難機 US-2 の試験飛行

を青木港でやっているかも・・・・。と思い早

いめに家を出て確認しましたが残念、何も見ら

れませんでした。 

と、余談はここまでにして、本題に移ります。 

さんだクラブからは私以外に松本美耶子会

長、安行英文部交流事業主査、今井佳代子、松

本文男、杉村 肇、安行暁子メネットの計 7名

で参加いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

生憎私は第1部の評議会のみの参加でしたが、

大野 勉部書記の進行により新キャビネットの

紹介後、上野直前部長より前年度の活動報告そ

して会計報告を受けました。この中で西宮クラ

ブの広瀬さんから、評議会にのみ出席者に対し

て資料代を請求するのは如何か？等辛口質問

もありましたが、殆ど問題なく承認されました。 

山田新部長の活動方針では 1.これまで以上

に交流を図り活発な六甲部にする。2.あらゆる

六甲部内外の交流の機会を模索する。3.国際交

流もさらに活性化させ、ワイズの原点を実践す

る。の 3つであるが話の流れから交流を大変重

要視されているように感じました。また、六甲

部会も今までとは趣が違う会を企画されてい

るようで、今から楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

続いての各主査およびクラブ会長の主題・方

針については資料をご覧になればお判りの通

りであるが、三田クラブも 20 周年事業のアピ

ールもきっちりされておりました。 

終盤で西宮クラブ小野メンから緊急動議案

が提出、『六甲部の部則改定のための部長諮問

機関としての「部則改定臨時研究委員会」を設

置する。期間、方針、委員などの詳細は部長に

一任する。』件に関しましては承認されました

が時間の関係上それ以上の話し合いについて

は日を改めて行うことになっております。 

なお、次期部長につきましては宝塚ワイズ多

胡葉子メンに内定、承認を致しました。 

 ≪以下 松本文男メン報告≫ 

評議会終了後、同じ場所で吉本の芸人さんの

漫談と漫才があり、和やかな雰囲気のうちに、
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会場を会館ロビーに移して8ワイズ合同納涼会

が行われました。 

 納涼会の進行は六甲部交流主査の安行メン

が主査の初仕事として担当、無事にその役目を

果たしました。 

さんだクラブのメンバーは 

このチャンスを逃さず、カレー 

の売り込みに美耶子会長以下 

メンバーは大活躍。 

その成果は 65 個の売り上げで 

した！ 

 

 

 

 

 

 

 

 納涼会の最後は各クラブがそれぞれ歌を披

露。さんだクラブはいろいろな願いを込めて≪

幸せなら手を叩こう≫を元気よく歌い会を盛

り上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

さんだクラブ７月第２例会報告 
 

松本 美耶子 
 

2013 年 7 月 26 日（金） 19：00～20；50  
キッピーモール６F 第 3 会議室 

出席者：安行,今井,若林(学),松本（文）、松本（美） 
ゲスト:小野勅紘ＥＭＣ主査(西宮クラブ） 
★会議前にかるがも園平井園長から夏祭り支

援に対する感謝状が授与された（右側写真）。 
 
≪協議事項≫ 
1．六甲部 小野勅紘ＥＭＣ事業主査より 

 「ＥＭＣ事業意識アンケート」（六甲部全ク

ラブ員対象）実施。欠席のメンバーには送付

し 8 月中にクラブごとに回収。 
２．花火例会について  

✦８月３日（土）17：00～ 
 例会・会食「嬌庵」（興聖寺 すぐ下 Ｐ有） 
 会費：メン 3000 円 メネット 2000 円  

コメット 1000 円 ゲスト 3000 円 
 ドライバー：安行メン  
六甲部部長以下キャビネット出席 

✦三味線、太鼓、笛の演奏と花火の夕べ  
500 円 詳細はチラシに掲載 

興聖寺 19：30～20：30 
    アナウンス：今井メン 
３、例会会場について 
 9 月例会のためのキッピー6 階会議室予約 
不可のため、出張例会（例えば酒谷メンの 
空き室借用？）とか福祉センター会議室を 
あたる。 9 月第１例会を六甲部会とする。 

４、リーダーとの合同例会について 
 昨年度は 10 月例会を、リーダーたちと話し 
合う機会としてアンケートを行い、合同で開 
催。今年度は、ゲストを迎え、リーダーと共 
に話をお聞きしするという形で、9 月か 10 月 
に持つ方向で考える。 

５．その他 
 六甲部メネット事業「きらり輝くアート展」 
についてさんだクラブの対応を話し合う。 

 安行メネットに内容を伝え、メネット事業の

会議に反映して頂くようにする。 
 
≪報告とお知らせ≫ 
 ★さんだクラブより 
 ・第１回六甲部評議会報告  

ブリテン今月号記載 
 ・六甲部会 9 月 7 日（土）13：30～19：00 
  神戸クリスタルタワー クリスタルホール 
 


