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西日本区強調活動 

８月 

ユース活動 

若者と互いに共感や 

連携できるプログラムを 

 

８月の例会 

 

花火例会 （六甲部部長公式訪問） 

8 月 1 日（土）ビストロ ロカマドゥール 

✦例会  17：00～17：30 

  ドライバー 松本 美耶子 

  ・部長あいさつ 

  ・諸報告 

 ✦会食・懇談 17：30～18：30 

  会費 3000 円 プログラムは当日配布 

  興聖寺へ移動して音楽鑑賞と花火 

 ✦ピアノ演奏 19：00～19：50 

    演奏 鈴木 凜太朗 

✦花火  20：00～20：40 

 

   

 

 

今後の予定 

 

✦８月第 2例会 8 月 25 日（火）19：00～ 

キッピーモール６Ｆ 会議室 

 

✦六甲部部会 9 月 5 日（土）14：30～ 

   ホテル北野プラザ六甲荘 

 

✦9 月第 1 例会 9 月 8 日（火）19：00～ 

キッピーモール６Ｆ 会議室 

 

✦まちづくり協働センター市民活動まつり 

9 月 13 日（日）10：30～17：00 

多目的ホール前スペースで飲食販売 

から揚げフライドポテト販売で参加 

 

✦9 月第 2 例会 9 月 25 日（金）19：00～ 

  キッピーモール６Ｆ 会議室 

 

✦10 月第 1 例会 10 月 13 日（火）19：00～ 

   キッピーモール６Ｆ 会議室 

 

 

 

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：『ワイズを高めよ、思いを尽くし熱意を尽くし』 No.23-02  August  2015 

国 際 主 題：『信念あるミッション（使命・目標）、

恵みを数えよう』 
ア ジア主題：『愛をもって、奉仕しよう』 
       『まず自分から始めよう』 
西日本区主題：『あなたなら！きっとできる』 
       『生きる、いなやかに、さわやかに』

六 甲部主題：『「YMCA と共に」次世代を育み、 

地域に仕える』 

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 ８名） 
  出席 ８名 出席率 100％ 

今月の聖句 

「わたしたちが愛するのは、神がま

ずわたしたちを愛してくださったか

らです」  第Ⅰヨハネ 4 章 19 節 
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かるがも園夏祭り報告 

安行 英文 

今年も新年度最初の事業として、恒例の

かるがも園夏祭りをお手伝いしました。早

いもので１９回目の夏祭りです。 

 

 

 

 

 

 

 毎年、たくさんの子どもたちが参加され、

保護者の方々と様々な趣向を凝らした催し

物でお迎えしているのですが、今年はなん

と外は雨模様で、元気に屋外で遊ぶことは

できませんでした。しかし、室内でも外で

遊ぶ以上に元気に子どもの遊び声が聞こえ

てきて、いつもながら元気をこちらがもら

って帰りました。 

 さんだクラブも少ない人数でお手伝いを

しているのですが、年々の寄る年にもかか

わらず、帰りには充実感がみなぎり「今年

もよかってなぁ」とお互い声をかけあって

キックオフ例会に向かえました。 

 

 

 

 

 

 

 

 お手伝いしていただいたメンバーの方々、

本当にお疲れ様でした。少しでも地域社会

に貢献できることが、強いてはクラブ認知

度の向上になることまちがいないと確信で

きた一日でした。少し雨の関係で早めの終

了時間となりましたが、子どもたちに楽し

んでいただけたかと少し気を揉んだ一日で

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キックオフ例会報告 

安行 英文・暁子 

7 月 4 日(土)メモワール 19：00～21：00 

 

新しい年度のスタートが、ここ何年間、

かるがも園夏祭りのお手伝いの後、場所を

移してキックオフ例会が行われています。

今年は｢メモワール｣で開催されました。 

 末岡先生の祈祷と奨励で始まったさんだ

クラブのキックオフ例会で、やはり新しい

スタートに際しての勢いと確かな計画、そ

れと会員のなによりの健康と親睦が大事で

あると認識を新たにしました。 
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 もとよりさんだクラブの置かれている状

況は会員減少のためのバイタリティーの低

下や各部単位、地区単位の行事参加など年

齢とともに加わる疲労度など、新しい会員

増強を含めて課題が多いのも事実です。 

 しかし、会員メンバーの親密さはより堅

牢なものに変わりがないし、なによりリー

ダーのOBOGの支えと集まりがこのうえない

糧であることに違いないと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 彼らの表情や活躍の話を聞くにつれ、今

までのさんだクラブの支援が、少しでも役

に立っていたことを確信させていただいた

だけでもありがたい１日であったと思う。

「みんなの集まる、ワイズダム、六甲部」

と題しましたが、よりクラブの諸活動を含

め、負担のでないよう息長くクラブライフ

を送っていけるよう努力したいものだと思

います。 

  ９月５日(土)ホテル北野プラザ六甲荘

で部会が開催されます。 

 皆さんと共にまた参加したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月第２例会報告 

 

・８月第１例会部長公式訪問は、進藤部長、

城キャビネットが出席 

・花火例会  ドライバー 松本美耶子メ

ン 

 開会点鐘 

 ワイズソング 

 聖書朗読       齋藤 靖メン 

 部長挨拶       進藤啓介部長 

 会長挨拶       安行英文会長 

 食前感謝        

 会食 

 閉会点鐘 

 マイク、アンプは YMCA より  

キーボードは前日ミルクより運ぶ。 清

水 

 弁当・飲み物 安行暁   お礼 杉村  

 参加費（一般参加者）  ５００円 

・９月まち作り協働センターまつり 24 日に

打ち合わせ 松本文・美メン出席 

 フライドポテト 15 袋  唐揚げ 20 袋   

それぞれ１カップ 100 円と 200 円で販売 

・中條先生、療養のため退会を了承した。 

・今年度メネット事業についての報告 安

行暁 

「東日本震災支援の継続」 

自分たちでできることをと考えている。 

キックオフ例会 
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・六甲部費を杉村メンに依頼、評議会で納

入 

・杉村会計より、決算報告があり、14-15

年度会計決算報告が承認された。 

新年度の会費納入のお願い 振込先は 

 

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 

 

・補足として、新たなファンドも模索しな

ければならないことも全員で確認した。 

（安行 英文 ・ 松本 美耶子） 

 

六甲部 第１回評議会報告 

 

杉村 肇 

去る２０１５年７月２５日（土）、グリー

ンヒルホテルで行われた２０１５～１６年

度第１回六甲部評議会、８クラブから合計

５３名、さんだクラブからは安行甲会長と

杉村の２名が出席し、進藤啓介新部長の開

会点鐘で始められました。 

その進藤新部長、前歴はセキスイの非常

に優秀な営業マンだった由で、明るい性格

と前向きな姿勢にとても好感が持て、その

力強いご挨拶にも何か六甲部の、これから

の１年間の活発な活動が予感されました。 

 続いての神戸ＹＭＣＡの井上真二新総主

事のご挨拶、容姿端麗、ハンサムボーイ、

真面目なお人柄、８月１日（土）に、さん

だクラブの花火例会に出席する予定にも触

れられ、絵になるご挨拶でした。 

 滞りなく第１部、第２部が議事進行しま

したが、現在の六甲部の在籍メンバー数が

１２６名とのこと、さんだクラブメンバー

の減少が足を引っ張ったことを痛感し、申

し訳ない気持ちに。 

第３部の懇親会の中では、次々期西日本

区理事に神戸ポートの大野勉さんが予定さ

れていると紹介されました。アピールタイ

ムには、さんだクラブの８月１日（土）の

花火例会開催をしっかりアピールしておき

ました。 

 

今年度の「六甲部会」の情報です。 

・期日 2015 年 9月 5日(土)14:30～19:00 

・ 会場 ホテル北野プラザ六甲荘 

 （神戸市中央区北野町１－１－１４） 

・講演「ＹＭＣＡブランドの再生」中道基夫氏     

（日本ＹＭＣＡ同盟中期計画策定委員長） 

熱く語り合う他クラブのメンバーの姿を

見るにつけ、さんだクラブも、どうせやる

からにはもっとメンバーを増やし、本腰を

入れてしっかりやるべきではないのか、を

再認識させられた評議会でした。 

                      

 

熱中症には充分 

気をつけましょ

う


