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西日本区強調活動 

8月 

Youth  Activities 

ユースとの相互理解を深めよう 

 

８月第１例会 

・花火例会 (六甲部部長公式訪問）  

8月 2日(土)  ビストロ ロカマドゥール 

✦例会   17：00～１７：３０ 

  ドライバー 齊藤 靖 

  ・部長あいさつ 

  ・諸報告 

  ・誕生者のお祝い 

 ✦会食・懇談 17：30～18：30 

  会費 3000円 プログラムは当日配布 

 興聖寺へ移動して花火と音楽鑑賞 

 ✦フルート演奏と花火 19：10～20：10 

 

 

 

 

 

今後の予定 

・神戸ＹＭＣＡ三宮会館感謝礼拝 

8月 2日(土) 13：30～１５：００ 

 神戸ＹＭＣＡチャペル 

 

・8月第 2例会 8月 26日(火) 

  １９：００～ キッピーモール６Ｆ 会議室３ 

 

・六甲部部会(9月第 1例会) 9月６日(土) 

  関西学院会館 10：30～１４：００ 

  会費 ： ６，０００円 

 

 ・9月第 2例会 9月 23日(火・祝) 

  １９：００～ キッピーモール６Ｆ 会議室３ 

 

♡お誕生日おめでとうございます♡ 

   ８月２２日 安行 暁子メン 

    

 

 

 

さんだワイズメンズクラブ 

〒669-1545 

三田市高次２－４－３８ 

   三田ＹＭＣＡ内 

会長主題：『もう一度 見直して 行動しよう』 No.22-02  August  2014 

 

 
国 際 主 題：『言葉より行動を』 

   “Talk Less, Do More” 

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：『響きあい、ともに歩む』 

  “To walk together, echoing each other” 

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』 

 

会 長：安行 英文 

副 会 長：杉村 肇 

書 記：松本 美耶子 

会 計：杉村 肇 

ファンド：松本 文男 

連絡主事：清水 孝一 

ブリテン：安行 英文 松本 文男 

７月のデータ 《在籍者 1０名》 

  出席 会員 ８名 牧師 １名 

  出席率 ８０％ 

   

今月の聖句 

「平和を実現する人々は、幸いである。

その人たちは神の子とよばれる」 

                     

 

 

マタイによる福音書 5 章 9 節 
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かるがも園夏祭り報告 

 

杉村 肇 

 

 毎年恒例の「かるがも園夏祭」が去る７月５

日（土）に催され、さんだワイズから安行会長

以下６名、YMCAからリーダー７名が支援の為

に参加した。OB,OG２名も駆けつけ参加してく

れ、夏祭の全体参加者は優に３００人を超える

大盛況だった。 「かるがも園」とは、発育に

障がいを持つ子供たちの支援をするセンタ

ーで、夏祭りの行事はさんだワイズの年間行

事の中でも、重きを置いている地域奉仕の重

要なイベント。 

 心配された雨も開始時間の４時には上がり、

爽やかな風が吹き始めて絶好のコンディショ

ンとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

さんだワイズは恒例により「から揚げ」と「ポ

テトチップ」の屋台を出店。松本メンの手慣れ

た手捌きで次々と揚げられるが揚げる端か

ら飛ぶように出て行き、需要に追いつかない

程の大人気。４時半に屋台は閉店。用意した３

００人分が全てスッカラカンだった。 

 

 

 

 

 

 

お母さんたちによる飲み物コーナーとおに

ぎりコーナー、ボールころがし、ルーレット、ひ

もくじコーナー、ベビーカステラ等々、５時４０

分からはビンゴゲーム、６時からは中央広場

で盆踊りと、盛りだくさんの楽しい内容、大人

も子供も、健常者も身障者も大いに喜びと楽

しみを分かち合った。子供達の嬉しそうな、

満足そうな笑顔、笑顔を見ているとこちらが

癒される。 

 ボランティア活動とは、見返りを求めず奉

仕する事。まさにワイズの精神が生き生きと

実践されている現場ではあった。サア来年も 

又、元気でお会いしましょう！                     

  

キックオフ例会報告 

  

今期のキックオフ例会が７月１日(火)かるが

も園夏祭りの支援活動を終えたのちに開か

れました。 

はじめに高次公民館に於いて、馬場一朗牧

師によって礼拝が持たれました。 

 

 

 

 

 

 

礼拝後引き続き入会式が行われ、前期

早々お二人の新メンバーを迎えての初例会

となり、一同喜びをわかちあいました。 
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 新しいメンバーは齋藤靖メン、安行暁子ウ

ィメンのお二人です。心から歓迎いたします。  

 少ないメンバーでありますが、原点に帰っ

ての活動と和気藹々の心は忘れず、地道に

活動を行いたいと思っています。 

その後、会場を「嬌庵」に移動して懇親会

を持ちました。 

まず、新旧会長の引き継ぎがあり、感謝と

激励の会であり、二人の新メンバーの入会の

お祝いと新入リーダーの歓迎の会でもあり

ました。 

 

 

 

 

 

ワイズメンバー、学生リーダー、ＹＭCAスタ

ッフ一同がおいしい料理と飲み物で非常に

楽しい時を持つことができて、あらためてス

タートの時を共有することができました。 

（安行英文・松本文男） 

 

第２例会報告 

  

7月 22日(火) １９：００～２０：４０ 

 キッピーモール６Ｆ 会議室３ 

出席者：安行英、安行暁、杉村、齋藤、松本文、 

松本美 

協議事項： 

① 六甲部評議会懇親会でのカレー、黒豆茶

の販売の確認と当日の参加者の確認を行

い。前日に安行の所に黒豆茶とカレーを届

けることを確認した。 

② 評議会出席者の確認を行った。 

③ 前半期プログラムと後半期のおよその

プログラムの一覧を用意することを確認。 

④ ８月２日(土)の花火例会について。 

 ✦ワンコイン５００円(中学生以下無料)の参

加費を取ることで、確認。 

 ✦ソフトドリンクとノンアルコールを用意。例

会のプログラムを確認し、別記(すでに

送っています)のようなタイムスケジュ

ールで行う。  

 ✦多胡部長公式訪問のため挨拶の後、食前

感謝と乾杯を行った後食事とする。所用時

間は１時間。６時半には移動してもらうこと

を確認。 

✦興聖寺での受け付けなどを全員で行う。メ

ンバーは少し早めに受け付けの用意など

をするため早抜けする。 

✦２月のバレンタインコンサートは来年度も行

うことで決定。出演者は次回例会まで案を

全員で考えてくる。１０月初旬にはフラワー

かウッディのセンター予約を行うことを確

認。 

報告事項 

① 会長から 

 ✦ワイズメンズクラブ六甲部部会 

  2014年９月６日(土)１０時受付 

  １０：３０～１４：００ 

  場所 関西学院会館 

  西宮市上ヶ原関学キャンパス内 

  会費 6000円 

  講演 武田 建関西学院大学名誉教授 

      「心の育ち方、育て方」 

② 三宮会館感謝礼拝 

 日 時：８月 ２日（土）午後１時３０分～３時 

場 所：神戸 YMCAチャペル 

奨 励：菅根信彦牧師（神戸教会） 

ﾐﾆｺﾝｻｰﾄ：ベルアンサンブル神戸 

③ 神戸 YMCA ファミリーウエルネスセンター

献館式 

日 時：８月３０日（土）午後１時３０分～３時 

場 所：神戸 YMCA ファミリーウエルネスセ

ンター（中央区脇浜２丁目）  
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④ 前年度会計松本文男メンより 

 一般会計とファンド会計の報告プリントが

配布され、説明があった 

 

六甲部 2014～2015年度 

第 1回評議会報告 

松本美耶子 

2014年 7月 26日（土）14：00～20：00 

場所：神戸ＹＭＣA・クラウンプラザホテル 

出席者（議決権保有者） 

   安行英・杉村・松本美メン 

安行暁メン（懇親会のみ） 

長尾六甲部事務局長の司会のもと、多胡六

甲部部長の開会点鐘で始まった第 1部の評

議会は、報告・承認事項も資料通り順次スム

ーズに進行され、各主査・各クラブ会長の活

動発表が行われました。 

 

 

 

 

 

 

第 2部は「ユースとの繋がりを進めるため

に」というテーマで、まず廣瀬献児・頼子メン

による世界ＹＭＣＡ大会の報告が行われまし

た。 

その後、上記２人のメンに森恭子・鵜丹谷剛が

加わり、若きメン４人のパネルディスカッション 

が川崎Ｙサ・ユース主査のコーディネートのも

とありました。 

 

 

 

 

 

 

これからのワイズメンズクラブに若い方たち

をどのように引き込むかのヒントが与えられ

ように思います。 

 第３部は１８時３０分より、会場をクラウンプ

ラザホテルに移し納涼交流会が持たれまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

乾杯の前に林家染佐さんによる落語が語ら

れ、会場は笑いで一杯！ 

アピールタイムには、当クラブは花火例会と 

カレーと新しいファンド商品の黒豆茶を紹介

しました。お陰さまで持参したカレーは完

売！残念ながら黒豆茶は残ってしまいました

が、追々その良さをアピールすることにいた

します。 

最後にＹＭＣＡの歌をみんなで歌いお開きと

なりました。 

 

 

お 願 い 

 

◎ＢＦのため使用済み切手を収集し、例会に

お持ちください。 

 

◎年度が変わりました。クラブ会費をお納め

ください。  

 

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 

 

 


