
 

 

 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 
12 月  

        EMC－M 
どんな活動にも会員間の交流と親睦を 
図る工夫をし、ワイズライフを楽しもう 

 
12 月第 1 例会 

クリスマス例会・リーダーと合同 
12 月 1 日 (日）「三田クリスマスの集い」終了後 

    準備 16 時からキッピー６F 調理実習室 
     ご協力をお願いします 

礼拝 18：00～ 三輪キリスト教会 
    奨励   末岡 成夫メン(牧師) 
    司会   杉村 肇メン 
    献金感謝 リーダー 
  祝会 19：00～21：00 

     キッピー６F 大会議室 
   ドライバー 清水 浩一メン 
    開会点鐘   会長 
   ゲスト紹介 
   食前感謝 
    食事とゲーム、歌など 
   12 月誕生者お祝い 
   閉会点鐘   会長 
      

今月の聖句 
 

言の内に命があった。命は人間を照らす光であ

った。    ヨハネによる福音書 １：４ 

          今後の予定 
  
 ・１２月第２例会 
   12 月 20 日（金） 19：00～ 
   キッピーモール６F 大会議室 
  20 時から、ご案内のように話し合いをしま

すので必ずご出席ください。 
 ・1 月第 1 例会（新年例会） 
  1 月 13 日（月・祝） 18：00～19：00 
   「マチュピチュ旅行記」 安行 英文メン  
   キッピーモール６F 会議室５ 
  新年会 19：00～ 場所未定 
 ・バレンタインコンサート 
   2014 年 2 月 9 日（日） 14：00～ 
   フラワータウン市民センター 
   ✦ピアノ演奏 

✦シンセサイザー弾き語りとみんなで 

歌おう 
 
 

お誕生日おめでとうございます 
（プレゼントはのぞみ作業所の作品） 

 
12 月 11 日 安行 英文メン 
12 月 18 日 森本 宣子メネット 
12 月 26 日 杉村 肇メン 

 
 
 
 
 
 

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- 06 December 2013 

 
 １１月のデータ  ≪在籍者 15 名≫ 
  会員 ９名 出席率 60％ 
  メネット ３名 リーダー ５名 
  ゲスト・ビジター ２名 
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チャリティラン報告 
 

杉村 肇 
 
さすがに空気はひんやりしていたが、好天に 

恵まれ、１１月４日（月）、文化の日振替休日

に、神戸「しあわせの村」において、恒例の「神

戸ＹＭＣＡチャリティラン＝第１６回」が開催

された。大会委員長はオリンピック女子マラソ

ンメダリスト（バルセロナ＝銀、アトランタ＝

銅）の有森裕子さん。神戸の実行委員長は神戸

ポートクラブの大野勉メン。 
さんだワイズからも松本美会長を始め、松本 

文メン、安行メン、今井メン、杉村メンの５名 
が参加した。 
 さんだワイズの出店品目は「から揚げ」と 
「フライドポテト」で、松本両メンの周到な準 
備にはいつものことながら、頭が下がる思いだ。 
手際よく油で揚げていく松本文メンの手捌き

はプロ並みの見事さ。別に予め打ち合わせをし

て、役割分担を決めたわけでもないのに、夫々

の持ち場を各自で担い、テキパキとこなし、そ

のチームワークプレ―の良さはこれ又、特筆す

べきものがあった。 
さんだワイズのテント（店）は一番長い行 

列ができ本部役員から「通路の妨げになって 
困る」とクレームがつく程の大人気。作れど 
も作れども需要に追い付かない有様で、嬉しい

悲鳴を上げた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ところが、午後２時過ぎに、一天俄かに掻き

曇り、冷たい雨が降り出して、とんだ「水入り」

となり、盛り上がっていた会場の雰囲気がしば

し冷え込んでしまったが、幸いなことに、にわ

か雨は３０分程で上がり、元の晴天に。百分の

壱マラソンの一種目が中止となっただけで、そ

の後のスケジュールは滞りなく進行され、最後

のお楽しみプログラム、ラッフル券の抽選で午

後３時前に無事幕を閉じた。 
参加者は小学生からワイズのシニアまで、幅

広い年齢層。「神、共にいまして我らを祝した

もう」を実感させて貰って、幸せを感じた１日

だった。          
 

１１月第１例会報告 
三田 YMCA リーダーとの合同例会 

 

今井佳代子 
 

１１月８日（金）19：00～21：00 キッピーモ

ール６階大会議室 

出席者：ゲスト掘 岩夫氏他１名 

杉村、今井佳代子・恵、安行英文・暁子、

清水、松本文男・美耶子 

  リーダー５名、 

ゲストスピーチは、安行メンの盟友、三田法

律事務所の堀岩夫弁護士。 

 

 

 

 

 

危機管理が中心の幅広いテーマのお話でした。 

堀弁護士の扱う案件は、交通事故、離婚、借

金過払い金返済、ストーカーなど、民事・刑事

事件の多岐にわたっています。それらの案件を、

守秘義務に抵触しない範囲で、自身の失敗談を

織り交ぜながら、 軽妙に語ってくださいまし

た。  

そして、 裁判員裁判、警察での取り調べの可

視化、 最近話題になった「婚外子が法の下に

平等に相続する権利が認められた判決」、 日本

の法律の特徴や裏話 などを解説してください

ました。 
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又、弁護士として、疑わしきは被告人の利益

にという原則が大事であることを力説されま

した。 

質問コーナーでは、ディベートも含め活発な

意見が交わされて、関心の高さが伺われました。 

人はそれぞれの立場で思いが違います。それ

ぞれに利害や言い分があるので、意見が対立し

ます。そんな場合に、ちょっと一息いれて、例

えば、誰の為の法律か、当人達に罪はないか等、

視点を拡げて考えることが大切と痛感しまし

た。 

素人ばかりだと不安ですが、法律のプロが味

方になって相談に乗って下さるのは頼もしい

限りです。 

悔しい思いをしたとき、困ったときには、当

番制度だと無料なので、気軽に相談して欲しい

とのことでした。 

 

 

 

 

 

 

堀弁護士のお話の後、１０月１２日～１４日

に京都で開かれた全国リーダー研修会につい

て、共生、子ども、国際、人と環境のつながり、

という４つのセッションに分かれたリーダー

達それぞれが報告を行いました。 

 

11 月第２例会報告 
 

           松本 美耶子 
 

2013 年 11 月 22 日（金） 19：00～21：25   
キッピーモール６F  第 4 会議室 

★「もりもりおもちゃ箱フェスタ」の確認 
2013 年 11 月 23 日（土・祝）  
於：北神戸田園スポーツ公園  

  役割分担・持参品の確認と駐車券配布 

から揚げとフライドポテト出店。 
 ✦予定数を上回る仕入れと販売時間延長を

し、その増益をフィリピン台風 30 号被災

地緊急支援金に充てる。 
 
≪協議事項≫ 
１、クリスマス例会(12 月第 1 例会）について     

12 月 1 日（日）リーダーと合同    
  礼拝：18：00～  三輪キリスト教会  
     奨励：末岡 成夫メン（牧師） 
     奏楽：末岡 美恵子メネット 
     司会：杉村メン 
     献金・感謝の祈り：リーダー 
  祝会：19：00～21：00  

キッピーモール６F 大会議室  
  準備（調理室使用） 16：00～20：00  

参加人数 25～30 名予定   
  準備品分担：オードブル、サンドイッチ、 

寿司、果物、菓子・つまみ、飲み物、 
容器（紙コップ・紙皿・箸）など 

会費：メン 2,000 円 メネット 1,000 円、

リーダー500 円とする、欠席メンも協

力費として会費を納めていただく 
  祝会司会・進行：三田 YMCA 担当 
 
２、卒業リーダー感謝会について 
  3 月７日（金） 予定 ⇒ YMCA の都合

により 3 月 22 日（土）に変更 
  卒業リーダー数：5 名予定 
  礼拝はワイズメン、感謝会は三田 YMCA 

が担当することとする。 
 
３、新年例会について 2014 年 1 月 13 日（祝） 
  例会 キッピーモール 6 階 会議室５ 

スピーチ：安行メン「マチュピチュ旅行記」 
  18：00～19：00 
  新年会は場所を変え開催：若林学メン担当 
 
４、バレンタインコンサートについて   
 2014 年 2 月 9 日（日）14：00 開演  
 フラワータウン市民センターホール 
 森 理菜氏のピアノ演奏と西田 夫佐氏のシ

ンセサイザー弾き語り・みんなで歌おう 
 チケット代金は 1,000 円とし、メンは 10

枚負担  
  チラシ・チケット作成は今井メン担当 
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５、さんだクラブの今後について 
  さんだクラブの方向について、全メンバー

出席のもとでの話し合いを 12 月第 2 例会 
（12 月 20 日）で行う⇒11 月 26 日に案内

状を送付           
 
≪報告・お知らせ≫ 
★さんだクラブより    
・チャリティーラン 
・他クラブ行事  
西宮クラブ：クリスマス例会 12月21日 (土）

レストランオーシャンビュー須磨 
芦屋クラブ：クリスマス祝会 

12 月 23 日（月・祝） ホテル竹園芦屋 
              
 神戸学園都市ワイズメンズクラブ２０周年 
記念例会 2014 年 2 月 15 日（土） 

・その他 
 次期国際会長およびアジア国際議員選挙 

12 月 31 日まで 
ワイワイフォーラム 1 月 11 日（土） 
 

★三田 YMCA より 
 三輪小の 6年生学年活動のリーダー手伝い要

請受諾 
 

もりもりおもちゃ箱フェスタ報告 
       ＜ファンド事業＞ 
 

松本 美耶子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

好天に恵まれ 14：30 には完売！さんだクラ

ブの貴重なファンドと支援金獲得。 
ご奉仕は山本、森本、安行（暁子）、若林（章

子）、松本（文・美）でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
プロパンガスが途中で切れ、慌てるというハ

プニングがあったものの、「美味しい！」と言

ってくださるお客様の笑顔に励まされました。

若林学メンも会議の途中にエールを贈りに顔

出ししてくださいました。 
 
 
 
 
 
 
 
お隣でフランクフルトを売っていた三田

YMCA リーダー会からも「完売！」の嬉しい

歓声が上がりました。荷物運びなどワイズメン

を助けてくれたリーダーたちに感謝です。

「YMCA の仲間たち」という出店に使った名

前を実感！様々な多くの実りを得ることがで

き、疲れも吹っ飛びました。 
後日、「出会い・つながり」の広がりを目指

す「もりもりフェスタ」事務局より協力感謝の

お礼状をいただきました。 
 
 
 
 
 
 
 

※古切手の収集をお願いします。 
※ファンド事業として、WELnet さんだ

のカレーを友人・知人にお薦め販売し

てください。 


