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８月の例会 

 

✦花火例会 （六甲部部長公式訪問） 

８月３日（土）高次 興聖寺 17:30～ 

例 会   ドライバー 松本 文男 

開会点鐘   会長 安行 暁子 

ワイズソング 

聖句・祈祷  竹内 路子 

部長あいさつ 

ゲスト紹介 

諸報告 

 食前感謝   杉村 肇 

『会食・懇談』 

  諸報告  会長・ＹＭＣA 

  閉会点鐘  会長 安行 暁子  

『ギター演奏と花火鑑賞の夕べ』 

        進行 松本 美耶子 

  会費  2,000 円（食事代を含む）  

     ギター演奏：側  哲治氏 

 

 

 

 

今後の予定 

 

今後の予定 

 

✦六甲部8クラブ納涼会  8月21日（水） 

  於 ニューミュンヘン 

参加希望者は会長へ申し込んでください 

 

✦8 月第 2 例会 8 月 22 日（木）19：

00～ 

 キッピーモール６Ｆ 会議室 

 

✦かるがも園夏まつり支援 

８月 24 日（土） 16：00～17：45 

から揚げとポテトフライ 

 ♦15：00 集合 

 

✦公開例会  10 月 11 日（金） 

 あなたは大丈夫ですか？ 

  「自分が高齢期を生きていくこと、 

   家族を支えること」 

  講師 瀬尾 学氏 

 

 

 

 

さんだワイズメンズクラブ 

〒669-1512 

三田市高次２－４－３８ 

      安行英文 

会長主題：『もう一歩前へ！』 

 

No.27-02  August  2019 
 

国 際 主 題 ：『Building today for a better 

                               Tomorrow』 

『より良い明日のために今日を築く』 

アジア主題 ：：『アクション』 

西日本区主題：『風となれ、ひかりとなれ』 

六甲部主題 ：『スピンスネーカーの帆に、 

風を集めて』 

 

会 長：安行 暁子 
副 会 長：杉村 肇 
書 記：松本 美耶子 
会 計：竹内 一夫 
会計監査：清水 浩一 
連絡主事：齊藤 靖 
ブリテン：松本 文男 

今月の聖句 

「あなたがたに平和があるように」 

ヨハネ福音書 20 章 19 節 

 

7 月のデータ（在籍者 9 名） 

出席 メン 9 名 出席率 100％ 
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2019～2020 年度 

六甲部 第１回評議会報告 

松本美耶子 

日 時：2019 年 7 月 6 日（土）  

評議会：１３：００～１５：５０ 

懇親会：１６：００～１８：３０ 

場  所：ベーカリーテーブル岡本 

出席者：安行(暁） 杉村 竹内(路） 松本（美） 

齊藤(評議会のみ) 安行(英)(懇親会出席) 

評議会は、上野六甲部書記の司会のもと定

刻に開始。定足数の確認もなされ柏原六甲部

部長挨拶に始まり評議会資料に沿って順次進

められました。2018～2019 年度会計報告・監査

については質問・応答がなされ、活発な意見交

換ののち、承認されました。続いて柏原新部長の

方針・計画が述べられ、その後資料Ｐ１２に記さ

れた予算案の説明がされましたが、主査活動

費・予備費は変更後承認されました。次いで各

事業の活動方針・計画が各主査よりまた各クラ

ブ会長の方針・計画が述べられまた。我がさんだ

クラブの今安行暁子新会長も、「もう一歩前へ！」

という主題のもと今年度は歩みを進める決意を表

明しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７つの議案のうち、第１号、第２号、第４号、第６

号、第７号議案が承認され、第３号、第５号議案

は取り下げられました。 

 各議案審議においても白熱した意見が出され、

予定時間を越えて評議会は終了。 

懇親会は遅れてのスタートでしたが、会食前の

「平和への祈り」と題された３０分間の歌声とピアノ

は心を打ち、会場が安らかさで充たされました。 

お待ちかねの会食にはドンクのバゲットパンが

供され、さすがに美味しく、もっと他のパンも食べた

かったと内心思ったことでした。膝を突き合わせて

の懇親会は六甲部ワイズメンの熱気があふれ、 

１８：３０分の閉会点鐘で終わりました。  

 

7 月第１例会報告 

竹内 一夫 

7 月第 1 例会は、キックオフ例会として 3 部構

成で、キッピーモール第会議室３を会場に、7 月

11 日（木）に開催された。 

第１部は礼拝、第 2 部がキックオフ例会、第 3

部が懇親会としての構成であった。 

第１部の礼拝は松本美耶子メンの司会のもと、

近畿福音三田北摂ルーテル教会 末岡 成夫

牧師をお迎えし実施。説教では我が国の上半期

の自死者の数が 10,230 人にまで増加してきたこと

から、個人が他の人とのかかわりを持てず、大切

にされていない状況がみられ、各宗教界でも現

代社会における宗教の力の無さが指摘されてい

るとの話がありました。その後大人の絵本として、

各国の多くの大人たちに関心を持たれている、

「たいせつなきみ」（マックス・ルケード作）の中に

登場する、仲間から差別されている人形のパン

チネロと、人形作家エリとのかかわりから、我々

の生活をもう一度見直してみようというお話がなさ

れた。創造主である主と、我々のかかわり。主を

通しての人々とのかかわりの大切さ。それらをもう

一度考えさせられる説教であった。 
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第 2 部はキックオフ例会として、松本文男メン

がドライバーで展開された。さんだクラブの今年度

の活動主題を「もう一歩前へ」とし、楽しい充実感

のある活動を展開し、新しいメンバーの獲得にも

取り組んでいこうという話が新会長である、安行

暁子メンからあり、その後報告等がなされた。また

長らくさんだクラブのメンバーとして活動を共にして

くださった末岡成夫メンから、「自己の仕事の面、

心身の状況から、現在の活動を継続していくこと

がむつかしく、退部をさせていただきたい。それも一

時休部の思いであり、できるサポートはさせていた

だきたい」との申し出があり、クラブとしてこれからも

かかわりを、これまでと同様に持っていただきたい

という、クラブメンバーの思いを込めて了承。 

第 3 部は三田ホテルでの懇親会であり、18 時

過ぎから 21 時まで、楽しく食事を共にした。他団

体の会員が会場の大部分を占め、さんだクラブ

はほんの一握りの団体であったが、周りとの友好

も深めながら、飲食に果敢に取り組んだ約2時間

の宴であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月第２例会報告 

７月２５日（木）19：00～21：00 会議室５ 

出席者：安行（暁）、安行（英）、杉村、竹内（一）、

竹内（路）、松本（文）、松本（美） 

協議事項  

1. 花火例会 ８月３日(土)音楽と花火の夕べ 

部長公式訪問（キャビネット含め３名） 

•例会会場を「ロカマドゥール」から興聖寺に

変更 

メンバー集合 17：00 例会開始 17：30  

一般受付 18：30 演奏：19：00  

花火 20：00 

・各役割を分担 

・弁当を注文（安行）し、お茶（松本）と参加

費含め 2000 円とする 

 他クラブ員や参加知人も注文可 

・当日プログラム作成（松本） 

・ビール、ノンアルコールビール（竹内）は販売

ジュースはサービス 

・一般の方用のお茶は紙コップとともに準備

（安行） 

・側氏への連絡（杉村） 

・釣銭の準備（竹内） 懐中電灯を準備  

２．かるがも園夏祭り   8 月 24 日(土) 

集合 15：00 

物品確認表に基づき担当決め 

検便についてはグッズが届き次第連絡、提出 

３．１０月公開例会  10 月 11 日(金) 

  会場をキッピー講座室から郷の音ホール 会

議室１に変更  チラシ内容の検討（竹内） 

   印刷注文（清水）３００部 

4．8 クラブ納涼例会 

  出席：杉村、安行(英)、竹内(路)、松本（美） 

  車に分乗（安行） 17：30 発予定  

５．バレンタインコンサート 郷の音 アクトスクエア 

２０20 年 2 月 16 日（日） 出演者交渉中 

６．その他 

① Y サ・ユース研修会   杉村出席 

② EMC シンポジウム  安行（英）・杉村出席 

③ 地域奉仕・環境委員会  出席者なし 

④ 次年度六甲部について 

・部会開催日は 2020 年 9 月 19 日（土）か

26 日（土） 

・会場は分担して調べ、 8 月 22 日（木）第 2

例会に持ち寄り検討 

三田ホテル・有馬グランドホテル → 安行 

三田屋 → 竹内 

フルーツフラワーパーク → 松本 

  ・評議会会場は候補として YMCA 三宮会館ま

たは中華料理店 

  (松本 美耶子) 


