
 

 

 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』                             

西日本区強調活動 
10 月 BF 

       使用済み切手の収集で 
         世界のワイズを感じよう 

 
10 月第 1 例会 

≪講演会最終打ち合わせ≫ 
  10 月 11 日 (金）19：00～ 
    キッピーモール６Ｆ 大会議室 
   ドライバー     若林 学 
   開会点鐘   会長 松本 美耶子 
   聖書 
   協議 

☆  ２０周年記念講演会について 
10 月 20 日(日) 14：00～ 

☆  ファンド活動について 
    チャリティーラン 
    もりもりおもちゃ箱フェスタ 
   報告 
    会長および YMCA 
   誕生日のお祝い 
   閉会点鐘   会長 松本 美耶子 
       

 
今月の聖句 
 

善い行いと施しとを忘れないでください。この

ようないけにえこそ、神はお喜びになるのです。 
   ヘブライ人への手紙 １３：１６ 

 

          今後の予定 
      
 ・２０周年記念講演会 10 月 20 日(日) 
   ハンドベル演奏：講演会 

キッピーモール６F 多目的ホール 
  ✦講演会 講師；森 孝一氏 

（神戸女学院理事長・院長・中高部部長） 
演題；「日本の常識・世界の常識」 

✦ハンドベル演奏  
ベルコンチェルト（暁子メネット所属） 

  《詳細は別紙（役割分担掲載：必読）》 
 ・チャリティーラン 
   11 月 4 日（月・祝）神戸しあわせの村 
 ・１１月第１例会 11 月 8 日（金） 
  キッピーモール６F 大会議室 
 ・１１月第２例会 11 月 22 日（金） 
 ・もりもりおもちゃ箱フェスタ 
  11 月 23 日（土・祝）田園スポーツ公園 
  

お誕生日おめでとうございます 
 

   １０月２６日 山本 博昭メン 
  

(今年度の誕生日プレゼントはのぞみ作業所の作品です) 
 
  
 
 
 
 
 

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- 04 October 2013 

 
 8 月のデータ  ≪在籍者 15 名≫ 
 
  出席者 ８名 (子どもを除く) 
  うち会員 7 名 出席率 47％ 
  メネット 1 名 リーダー １名 
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六甲部会報告 
 

2013 年 9月 7日(土)神戸クリスタルビル 3階

のクリスタルホールにて、六甲部会が開催され

ました。 
 
◆メネットアワー 13：00～14：00 

出席者；安行暁子メネット、松本美耶子メン 
「ともに歩み続けて～たいせつなキミ～」と題

し、障がいを持つ３人のお母さまをゲストにお

迎えして開催されました。子育てを通しての

色々な思いからのお話、そしてそれぞれに素晴

らしい作品（絵画）を仕上げられるようになっ

た現在に至るまでのお話・作品紹介に、会場は

感動に包まれました。 
 
 
 
 
 
 
 
一般の方との接触の大切さ、また思春期の難

しさなども語ってくださいました。「人前でこ

のように話せるのは幸せ」とおっしやったお母

さまの力強い言葉が心に残りました。 
9 月 27 日（金）から 30 日（月）「のキラリ

と輝くアート展」が楽しみです。 
（松本美耶子） 

 
◆第１２回六甲部会 15：45～17：00  
出席者：安行英文・暁子、若林学、松本文男、

松本美耶子 
メネットアワーの後、六甲部会の前 14：30

からに神戸ポートクラブ 25 周年記念式典が持

たれました。開会点鐘で始まり、山崎往夫メン

（牧師）が「平和へのメッセージ」という奨励

で「平和を実現する人になろう」と語られまし

た。 
中道基夫神戸 YMCA 会長からは「ワクワク

感」を持ってチャレンジをと、高瀬稔彦西日本

区理事からは若い人たちの関わりを強調する

祝辞が寄せられました。 
初代会長鈴木誠也メンによる神戸ポートク

ラブの 25 年の歩みの紹介そして佐野睦会長か

らあいさつがあり、25 周年記念ファンドが神戸

YMCA 水野雄二総主事に贈呈されました。 

大震災時の危機を乗り越えられ、若い方に関

わりメンバーに加える努力をされている神戸

ポートクラブの歩みに、感ずるものがありまし

た。 
第 2 部として六甲部会が、各会長がクラブバ

ナーを携えての入場で開催されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
山田滋己六甲部部長のあいさつ、各事業主

任・主査報告に続き、神戸大学大学院海事科学

研究科矢野吉治教授による記念講演がありま

した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「練習船 深江丸の東日本被災地支援活動

いついて」というテーマのご講演は、日頃船に

は全く関係がない暮らしをしている者にとっ

ては、とても興味深いものでした。またその矢

野船長がカッコよく、お話もユーモアにたっぷ

りで、退屈しないでお聞きすることができまし

た。また配布されたレジュメにはかなり詳しく

記載され、それも大変興味深かったです。 
日頃このような船の存在を全く意識してい

ませんが、いざという時にこのように働いてく

ださることを知り心強く思ったことでした。 
第 2 部終了後、同じ会場で行われる第 3 部の

懇親パーティへの模様替えがなされるため小

休息があり、その間に旅行トランク 3 個で運び

上げたさんだクラブおなじみのカレーを販売。

パーティの間も売り歩き、皆さまのご協力で

100 個を完売することができました。 
皆さまに積極的にお声をかけて売ってくだ

さった神戸ポートクラブの郡メンに、感謝・感

謝です！ 



 

3 
 

会食そして六甲部恒例となった芦屋クラブ

作成の「みんなで歌おう 歌詞集」と大野勉メ

ンのギターによる各クラブの歌が披露され、会

はますます盛り上がりました。さんだクラブは、

親クラブの宝塚クラブの方々に急遽応援をお

願いし、「里の秋」をしっとり歌いました。た

だキーが男声用で美耶子会長は思うように歌

えず残念と…。進藤神戸クラブ会長のお手伝い

(？)もありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
アピールタイムの後、多胡葉子次期六甲部部 

長の閉会のあいさつでお開きとなりました。 
（松本文男） 

 
さんだクラブ 9 月第２例会報告 

 
2013 年 9 月 27 日（金） 19：00～20：50  
   キッピーモール６F  大会議室 
出席者；杉村、今井、清水、松本(文）、松本（美）、

安行メネット、吉川リーダー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≪協議事項≫ 
１、20 周年記念講演会とハンドベルについて 

《詳細別紙》   
 ・タイムスケデュール確認 
 ・会場設定  講演会、茶話会     
 ・準備物確認 
・当日役割；司会、受付、会場 

全メンバーが担当 
・チケット販売状況 

２、11 月活動について 
 ・第 1 例会 11 月 8 日（金）大会議室  
 リーダーとの合同を予定 

   ゲストスピーカーの確認   
・ファンド活動（ｐ.４をご覧ください） 

  チャリティラン 11 月 4 日（月・祝） 
  出席者（予定）：杉村、安行、松本（文）（美） 
  もりもり「おもちゃ箱」フェスタ  

11 月 23 日（土・祝） 
    申し込み・打ち合わせに松本（文）出席  
  出席者（予定）：今井、安行（英）（暁）、

松本（文）（美） 
出店内容・販売価格など検討  

から揚げ、フライドポテト  
リーダー会も出店予定 フランクフルト？ 

３、第 21 回バレンタインコンサートについて   
  2 月 9 日（日）か 11 日（火 祝）とし 

会場としてアクトスクウェア（郷の音）を 
あたる。 
（⇒2014 年 2 月の土、日はいずれの日も予約一杯） 

 
≪報告≫ 
 ✦会長より   
・六甲部部会報告は 10 月ブリテン掲載 

 ・兵庫県社会福祉協議会会長賞受賞 授賞式

に松本（文）、（美）メン出席     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✦安行メネットより 
・きらりと輝くアート展について経過と予定 

さんだクラブよりわくわく村とスクラム 

が 9 点出展してくださる 
✦清水主事より 
・神戸 YMCA マンスリーレポートに基づいて 
・まちづくり協働センターの現況 
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「キラリと輝くアート展」 
               

メネット 安行 暁子 
 

9 月 27～30 日、芦屋市民センターにおいて

メネット事業「キラリと輝くアート展」が開催

されました。期間中は天候にも恵まれ、大勢の

方にご来場頂き、100 点以上の力作が、みなさ

んに大きな感動を与えました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会場入り口 (会場内は撮影禁止でした) 
 

さんだクラブからは、三田わくわく村・小規

模作業所スクラムにご協力いただきましたが、

どの作品も素晴らしく、生きるパワーを感じさ

せられるものばかりでした。 
西日本区のメネット事業主題である「メネッ

トパワーを結集し、感動をわかちあいましょ

う！」の言葉通り、主査の五十嵐さんのもと 8
クラブのメネットが総力をあげて取り組み、よ

い事業ができたことはもちろん、メネット同士

の交流も深まり、ダブルの満足感で最終日を迎

えることができました。多くの方々のご協力に

心より感謝いたします。 
 
この会のために、何回もの事前打ち合わせ、

作業所との話し合い、作品搬入・搬出、会期中

の当番など、さんだクラブのメネットとして多

大なご奉仕をして下さった安行暁子メネット、

本当にありがとうございました（松本美耶子）。 

 

 

 

 

 

 

 

さんだクラブファンド事業について 
 

 さんだクラブのファンドの収益金は、おもに

かるがも園夏祭り支援などの地域奉仕事業活

動、およびＹＭＣＡ学生リーダーの活動支援

(タイワークキャンプ参加費補助、全リ研参加

費補助、クリスマス祝会や新入リーダー歓迎会、

卒業リーダー感謝会などの会費補助)などに使

われています。 

 現在、ファンド獲得のため、ＷＥＬnet さん

だが製造しているカレーの販売を、友人・知人

に、また六甲部の評議会・部会などで行ってい

ます。 

ＷＥＬnet さんだは、障がい者の自立を支援

する事業所で、三田という地域をいかして農業

と福祉をつなげる活動をしています。 

したがって、私たちは 1箱のカレーを売るこ

とでＷＥＬnet さんだの支援とリーダーたちの

活動支援と２つの支援をしています。 

 その他、チャリティ―ラン・もりもりおもち

ゃ箱フェスタでも、から揚げ・フライドポテト

を販売してファンドとしています。 

  

 以上のことを再確認、ご理解くださり、ファ

ンド獲得のためにさらなるご協力をお願いし

ます。 

 

◎ カレー販売のご協力 (申し込みは松本まで) 

  少しでも販売数を増加するため、知人・友

人の方々にお勧めください。 

  一箱 500 円で、4種類あります。 

  いずれも化学調味料、保存料、着色料を使

用していません。 

  ✦野菜が主役のビーフカレー 

  ✦本格！骨付きチキンカレー 

  ✦食物センイたっぷり！豆カレー 

  ✦トロトロに煮込んだ Gyu-Suji Curry 

 

◎ チャリティーラン・もりもりおもちゃ箱フ

ェスタへの参加協力 

 

◎ 新しいファンド商品およびその他のご提

案など 

  

 

１ページにありますが、今月の西日本区の強調

テーマは BF です。 
使用済み切手の収集にご協力をお願いします。

例会の度にお持ちより下さい。 


