
 

 

 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』                             

西日本区強調活動西日本区強調活動西日本区強調活動西日本区強調活動    

1111１１１１月月月月        
                    Public  Relations  WelnessPublic  Relations  WelnessPublic  Relations  WelnessPublic  Relations  Welness    
         ワイズの PR活動を 

    

11111111 月月月月第第第第 1111 例会例会例会例会（リーダーとの合同）（リーダーとの合同）（リーダーとの合同）（リーダーとの合同）    
        11月 8日 (金）19：00～ 軽食用意軽食用意軽食用意軽食用意 

   キッピーモール６Ｆ 大会議室 

  食事準備の都合上、出欠を２日前までに 

お知らせください。 

   ドライバー       安行 英文 

   開会点鐘   会長 松本 美耶子 

   ワイズソング 

   聖書 

   ゲスト紹介 

   食前感謝 

   食事・懇談 

   ゲストスピーチ 

    三田法律事務所 堀 岩夫 弁護士 

会長報告    

   YMCA報告 

   閉会点鐘   会長 松本 美耶子 

       

 

今月の聖句今月の聖句今月の聖句今月の聖句    

    
『ここにある』『あそこにある』と言えるも

のでもない。実に、神の国はあなたがたの間にある

のだ。  ルカによる福音書 １７：２１    

 

          今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定    
 ・チャリティーランチャリティーランチャリティーランチャリティーラン 11月 4日(月・祝) 

 ・１１月第２例会１１月第２例会１１月第２例会１１月第２例会  11月 22日（金） 

   キッピーモール６F 会議室４ 

   クリスマス祝会打ち合わせなど 

 ・もりもりおもちゃ箱フェスタもりもりおもちゃ箱フェスタもりもりおもちゃ箱フェスタもりもりおもちゃ箱フェスタ    

   11月 23日（土・祝） 

北神戸田園スポーツ公園 

   出店内容：から揚げとフライドポテト 

   出店準備：午前９時から 

 ・１２月第１例会（１２月第１例会（１２月第１例会（１２月第１例会（クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス祝祝祝祝会会会会））））    

   １２月１日（日）  

   三田クリスマスの会終了後 

 ・バレンタインコンサートバレンタインコンサートバレンタインコンサートバレンタインコンサート    

   2014年 2月 9日（日） 午後２時から 

   フラワータウン市民センター 

   バレンタインデー特集 

   ・ピアノ演奏 

・シンセサイザー弾き語り 

・みんなで歌おう 
 

 

11111111 月の誕生者は月の誕生者は月の誕生者は月の誕生者はななななしししし    

 
  

 

 

 

 

 

 

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さんだワイズメンズクラブさんだワイズメンズクラブ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- 05 Nobember 2013 

 

 

 １０月のデータ月のデータ月のデータ月のデータ  ≪在籍者 15名≫ 

  20周年記念講演とハンドベル 

  参加者 ６６名 

  うち会員 ９名 出席率 60％ 

  メネット ３名 リーダー ３名 

  ゲスト・ビジター 17名 
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10101010 月第月第月第月第 1111例会報告例会報告例会報告例会報告    

 

2013年 10月 11日 (金）19：00～20：50    

      キッピーモール６Ｆ 大会議室 

  出席者：杉村、安行(英)、安行（暁）、今井、

松本（文）、松本（美）、清水連絡

主事、吉川洋子リーダー 

  ドライバー     松本美耶子 

聖書 ≪今月の聖句≫とお祈り 

「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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

協議協議協議協議    

１．２０周年記念講演会について 

例会レジメ裏「別紙」（10月ブリテンと送

付済み）により、当日スケジュール・役割

分担を確認 

２．ファンド活動について 

チャリティラン 11月 4日（月・祝） 

参加者：杉村、安行、松本(文）（美）、今井 

もりもり｢おもちゃ箱」フェスタ  

11月 23日（土・祝） 

参加者：今井、安行(英）(暁）、松本(文）（美） 

⇒後日、森本、山本、若林(章)出席確認 

出店内容：から揚げとフライドポテト  

販売価格：から揚げ→中カップ 200円、 

ポテト→小カップ 100円  

リーダー会 出店 おでん予定 

３．第 21回バレンタインコンサートについて   

2014年 2月 9日（日）か 11日（火 祝）

とし、会場をあたる。 

⇒10 月 17 日に両日ともフラワー市民セン

ター予約権当たる。 

出演候補：西田 夫佐さん（杉村メン推薦）  

シンセサイザーの弾き語りと「みんなで                 

歌おう」の指導 

杉村メンよりご都合を聞いていただく。 

⇒後日承諾の返事あり 

４．クリスマス例会について 

  12月第 1例会の 6日（金）を候補とする 

  ⇒この日はリーダーに活動予定があると

のことで 12月 1日(日)を候補とする。 

報告    

 会長からは特になし 

 YMCAから 

三田センターのプログラム「ささやまサイク

リングキャンプ 詳細」のチラシ配布と紹介 

 

誕生日のお祝い 10月 26日 山本 博昭メン 

（松本文男） 

 

さんだクラブさんだクラブさんだクラブさんだクラブ 20202020周年周年周年周年記念記念記念記念事業事業事業事業    報告報告報告報告 
 

記念講演会とハンドベル（記念講演会とハンドベル（記念講演会とハンドベル（記念講演会とハンドベル（10101010 月例会）月例会）月例会）月例会）    
 

松本美耶子 
 

日時：2013年 10月 20日(日)14：00～16：50 

会場：キッピーモール６F 多目的ホール 

出席者 

さんだクラブ：メン 9名 メネット 3名、 

リーダー 3名 

六甲部：宝塚 メン 4名 芦屋 メン 1名  

西宮 メン 2名 メネット 1名  

神戸ポート メン 5名 

学園都市 メン 2名          

その他参加者（一般） 35名  

 

配布物：プログラム、ワイズメンズクラブ・さ

んだワイズメンズクラブリーフレット、アン

ケート、YMCAからのパンフレット 

 

開会 14：00  

司会：安行英文メン  
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第第第第 1111部部部部 ハンドベル演奏ハンドベル演奏ハンドベル演奏ハンドベル演奏  ベルコンチェルトベルコンチェルトベルコンチェルトベルコンチェルト 

14：00～14：35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第 2222 部部部部 記念講演記念講演記念講演記念講演        森森森森    孝一氏孝一氏孝一氏孝一氏     

14：45～16：35 

フィンランディア（ワイズメンズソング）も

演奏してくださり、またアンコールも受けてく

ださった爽やかなベルコンチェルトの演奏に、

会場が和やかな雰囲気に包まれた中、まずは森

氏と三田との繋がりから話し始められました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神学部 3年生の時に 1年間実習生として摂津

三田教会で過ごされたこと、そして現在院長を

務められている神戸女学院が、三田藩の援助の

もとその女子教育のために開かれたと言って

も過言ではないことなど、その内容は三田在住

者にとってはとても興味深く、お話に引き込ま

れていきました。 

その後、本題の「日本の常識 世界の常識」

というテーマに沿って、常識として言われてい

る一つの「人類が進化すると宗教は衰退する」

ということについて話されました。 

結論から言うと、「衰退しない」であり、そ

の説明として「宗教は阿片だ」と唱えたマルク

スの思想の方が衰退したこと、宗教は「意味を

求める」という人間の本性に根ざしているので

というようなことを、ソ連そしてイラン・イス

ラム革命を具体例として話されました。 

 

 

 

 

 

 

次いでもう一つ「政治と宗教を分離すること

は正しい」という常識を取り上げられました。 

政教分離には厳しく分けるフランス型とア

メリカ型の二つがあり、日本国憲法はアメリカ

がそのもとを作っているので、日本人は「政治

は宗教に介入してはいけないと」と思っている

が、実はアメリカそうではなく「あらゆる宗教

は平等」というところに立っていて、「特定の

宗教を特別扱いしてはいけない」としているの

だと語られました。 

その具体例として、アーリントン墓地には、

プロテスタント・カトリックの聖職者も祀られ、

葬る方はどんな宗教の聖職者を呼んで執り行

っていいし、その費用はもちろん国が負担する

という話をされました。 

三つ目の常識として「日本人は非宗教的」と

いう話についてもご準備くださっていたので

すが、時間の関係上お話しいただくことができ

ませんでした。またの機会にぜひお聞きしたい

と思いました。 

 

第第第第 3333 部部部部    茶話会茶話会茶話会茶話会     参加者 50名  

15：50～16：50  
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 席を五つの島に模様替えし、「パティシェこ

やま」のマドレーヌや飲み物等をテーブルに並

べ、その周りに座っていただきました。 

 水野雄二神戸 YMCA 総主事とワイズメンズ

クラブ六甲部山田滋己部長から 20 周年のお祝

いの言葉とそれぞれの取り組みのご紹介をし

ていただきました。そして三田 YMCA 清水浩

一主事の三田での活動紹介があり、リーダー3

名がその内容と自分の思いを話してくれまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また神戸 YMCA と同じく「公益」を認定さ

れた同窓会組織「公益社団法人神戸女学院教育

文化振興めぐみ会」の橋本会長がご出席してく

ださっていましたので、ご挨拶をいただきまし

た。ご自分も余島のリーダーをされていたとか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 和やかな歓談の後、出席ワイズメン全員でワ

イズメンズソングを歌い、そして最後に「何の

為に生まれて何をして生きるのだ」で始まるさ

んだクラブの愛唱歌（？）アンパンマンマーチ

を全員で高らかに歌い、会を終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三田牛と松茸のすき焼きの「ありまや」での打

ち上げ（18名参加）は、他クラブからのメンバ

ーの方々にも大満足していただいたようで、ワ

イワイと楽しい時を過ごすことができまし

た！！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打ち上げ後のミーティングにおいて、2014

年のバレンタインコンサートの日を 2 月 9 日

（日）にすることと、ピアノ演奏および西田夫

佐さんのシンセサイザーによる弾き語りと「み

んなで歌おう」にすることを決定しました。 


