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西日本区強調活動 

１０月 

ＢＦ 

ＥＦ 

世界の動きに即した活動を 

 

１０月の例会 

 

１０月第 1例会 10 月 13 日(火)19:00～ 

 キッピーモール６Ｆ 会議室 

 ドライバー   

 聖書・お祈り  杉村 肇 

 ゲスト紹介   安行 英文 

 食前感謝   松本 美耶子 

 会食 

 お話 「証券業界から見た世界情勢」 

  日の出証券 藪木 克弘氏 

 全リ研報告  岡 葉月リーダー 

 報告  会長・ＹＭＣA 

  

 

 

   

   

今後の予定 

 

✦10 月第 2 例会 10 月 27 日(火)19:00～ 

   キッピーモール６Ｆ 会議室 

 ファンド活動の打ち合わせ 

(チャリラン・もりもりおもちゃ箱など) 

 

✦チャリティーラン 11 月 3 日（火・祝） 

  神戸しあわせの村 

  「唐揚げ・フライドポテトの出店」 

 

✦もりもりおもちゃ箱フェスタ  

11 月 23 日（月・祝） 

北神戸田園スポーツ公園 

  「唐揚げ・フライドポテトの出店」 

 

✦クリスマス例会  12 月 5 日（土） 

キッピーモール 場所は調整中 

〈三田市民クリスマスに引き続き〉 

  礼拝担当は末岡成夫牧師 

 

 

 

 

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.23-04  October  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 

 

 

今月の聖句 

 

「苦難のはざまから主を呼び求めると、主

は答えてわたしを解き放たれた」 
          (詩篇 118 篇 5 節) 

９月のデータ（在籍者 ８名）

 出席７名 出席率８７．５％
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六甲部部会報告 

安行 曉子 

 

９月５日、六甲荘において六甲部部会、

およびメネットアワーが開催され、さんだ

クラブからは、杉村メンと安行暁の２名が出

席いたしました。 

六甲部会に先立って行われたメネットア

ワーでは、神戸ポートの大野勉メンが、東

日本大震災の被災地へ何度も支援に行かれ

た様子をスライドで報告され、〝絆“があ

るから行くのではなく、行くから”絆“が

生まれるのだとお話されました。 

安行も、今年３月に津波の被災地を訪れ、

まだまだ進んでいない復興の現状をお話さ

せていただきました。 

その後、和歌山県岩出市でクリニックを

されている山崎知行氏の「福島原発事故の

健康相談に関わって」というお話は、チェ

ルノブイリとの比較も分かりやすく、興味

深く聞かせていただきました。 

六甲部会では神戸YMCA理事長の中道氏が

「YMCA ブランドの再生」をテーマに熱く話

され、その後の質疑応答も活発になされま

した。 

親睦会コンサートは、中村徹、中村健父

子の素晴らしいピアノデュオ！ 

高機能自閉症でありながらも、演奏者と

してだけでなく、作曲者としても才能も発

揮され、父子ならではの息の合った演奏に

心奪われるひと時でした。 

                             

第１例会報告 

安行 英文 

９月８日午後７時～ キッピーモール 6F 

出席：杉村、齊藤、清水、安行暁、英 

① キッピー祭り集合時間 午前 9 時 30 分

駐車場(台車を２階駐車場に用意) 

② もりもり打ち合わせ報告 

例年通りの参加費、消毒液(手洗い用)準備 

③ バレンタインコンサート 

フラワー市民センターOR ウッディタウン

市民センターを１０月１日に申し込み 

コンサート日程は２月１３日(土)、２月

６日(土)、２月１１日(木・祝)の優先順

位で候補とする。 

出演者は杉村メンに「とっておきの音楽

祭」での出演者の中から選考することを

依頼する。 

チラシは１２月までに作成してみる。 

④ チャリティーランは１１月３日例年ど

おり。 

リーダーの参加者を確認する。 

⑤ 全国リーダー研修会の支援 

三田からは 岡 葉月さんが参加 

参加費２００００円の拠出をＹＭＣＡ

から依頼。 

⑥ 宝塚クラブ青柳メンから、留学生への生

活物資支援協力のお願いがあった。 

１０月中に安行宅へ物資があれば、持ち

寄ること 

 

「市民活動まつり」報告 

齊藤 靖 

 

9 月 13 日（日）にまちづくり協働センタ

ー10 周年記念事業「市民活動まつり」が、

三田駅前キッピーモール 6 階「まちづくり

協働センター」で行なわれました。 

体験コーナーやステージ発表、そして記

念講演や物産販売、飲食販売など、日ごろ

の活動を広く知ってもらいたい！三田を盛

り上げたい！などたくさんの熱い思いが集

まるまつりで、子どもから大人まで、多く

の来場者がありました。 

 さんだワイズメンズクラブは、定番の「か

らあげ」「フライドポテト」の販売をしまし
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た。 

12 時からの販売スタートに備え、当日は

9時半に集合し準備を進めましたが、いつも

の屋外とは一転、天候に左右されない屋内

の調理室に設置されたコンロを使用し、調

理しました。 

じっくりゆっくりと揚げられたジューシ

ーな「からあげ」に人気が集まり、「一度食

べたらやめられない」と、リピーターが多

く、我々に力を与えてくれました。 

また、手ごろな「フライドポテト」は、

子どもたちからも人気があり、売り場には

活気がありました。 

 今回も貴重なファンド獲得になりました

が、各ブースを担う市民活動団体の方々と

の交流もあり、感謝の一日でした。 

このまつりは、数ヶ月前から、各市民活

動団体の代表者が集まり、実行委員会を結

成し準備が進められました。スタッフの清

水メンが、このまつりの実行委員長として、

また、三田 YMCA のリーダーたちも、まつり

を支えるボランティアとしても活躍してい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２例会報告 

安行 英文 

9 月 25 日 キッピーモール６Ｆ 19:00～ 

出席： 松本文、美 齊藤、安行暁、英、清

水 

① チャリティーラン実行委員会には安行

が出席する 

リーダーはラン競技には出場しない 

例年通り唐揚げ 30 袋、ポテト 20 袋を用

意 

出席予定者 松本文男メン、松本美耶子

メン、安行英文メン、安行暁子メン、齋

藤靖メン、齋藤メネット、その他リーダ

ーたちに手伝いを依頼 

② もりもりおもちゃ箱フェスタ 

唐揚げ 36 袋、ポテト 25 袋を一応準備す

る。ただし天気、チャリティーランの売

れ具合により調整する。 

③ バレンタインコンサート 

第 １例会での決定のとおり、２月１３

日を優先的に、またフラワー市民センタ

ーを第 １候補に抽選の申し込みを行う。 

第２候補はウッディタウン市民センタ

ー、日程は２月６日、２月１１日の順 

④ クリスマス例会 

場所 キッピーを押さえることで調整 

日時 １２月５日(土) １７：００～２

１：30 分まで調理室、部屋を押さえる 

当日キッピーモールでは、三田ＹＭＣA

が担当の「三田市民クリスマス」が開催 

礼拝・奨励 末岡牧師に依頼する 

⑤ １０月１３日例会  キッピーモール

６Ｆ 

講師によるお話を聞く例会に 

講師は日の出証券 藪木 克弘氏に依頼 

お弁当用意  

全国リーダー研修報告を 岡 葉月さ

んが担当 


