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「信念のあるミッション」 Mission with Faith
「愛をもって奉仕をしよう」Through Love, Serve
「原点に立って、未来へステップ」Stand at the origin and take a step for the future
「みんなで参加・みんなで奉仕」Let’s join together! Let’s work for somatic service!
「寛容であれ」 Let’s Have A Big Heart!
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沼津・三島・御殿場クラブ

合同初例会プログラム
（休会1含）

Sichuan Boonmapajorn
Edward K.W.Ong
渡邊
隆
久保田康正
長澤 禎文

近子

「初めに、ことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった。」ヨハネの福音書

Record of June.

国際会長
アジア地域会長
東日本区理事
富士山部部長
三島クラブ会長

：2015年7月14日(火)18:30〜
：ニューウェルサンピア沼津
：佐藤昭雄Yʼs・渡邉近子Yʼs・高木美香Y's
：沼津クラブ 小林 隆Yʼs

■開会点鐘
：3クラブ会長
■開会挨拶
：沼津クラブ 渡邉実帆Yʼs
■ワイズソング
：一同
■ワイズの信条
：一同
■会長挨拶
：沼津クラブ
大村貴之会長
■ゲストビジター紹介 ：沼津クラブ
大村貴之会長
■三島･御殿場会長挨拶 ：三島クラブ
長澤禎文会長
：御殿場クラブ 杉山將巳会長
■富士山部部長挨拶
：富士山部部長 久保田康正様
■クラブ紹介
：三島クラブ
岡田美喜子副会長
■入会式
：沼津クラブ・御殿場クラブ
■食前の感謝
：沼津クラブ 大山晴康Yʼs
■会食
：
■誕生日・結婚記念日 ：各クラブ担当委員会
■出席率･スマイル報告 ：各クラブ担当委員会
■閉会挨拶
：沼津クラブ 山野 弘Yʼs
■閉会点鐘
：3クラブ会長
※例会報告担当：青木利治Yʼs

【6月三島クラブ例会報告】

日吉

和代

青木会長としての最後の例
会が、昭明館から新しい会
場アモール・エテルノ・リ
オで熱海クラブより3名の
ゲストを迎え会員13名、出
席率90%で定時に開催され
た。今日は、卓話もなく、書記報告・委員会報告がスムーズに終
た。
た
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了し、第二部懇親会が始まった。今回の結婚記念日のお祝いに、
了し
第二部
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懇親会
会が始
会が
会
始まった 今
始まった
熱海ワイズの後藤Yʼs新婚3年目ゲストお二人揃ってのお祝いに皆
感激でした。第二の人生に幸せあれ!!
親睦会もお酒・カラオケと盛り上がり、青木会長の一年が終わ
りました。ギャベルの交換も無事終了、青木会長一年間ご苦労
様でした。今期一年、長澤新会長頑張って下さい！

第65回社会を明るくする運動ポスター展表彰式出席報告
会長 長澤 禎文
7月4日土曜日社会福祉会館で行わ
れた第65回社会を明るくする運動ポス
ター展の表彰式に出席してまいりまし
た。全応募作1034点の中、三島市長賞
をはじめ各団体会長名での特別賞15名
と入選22名、佳作42名の表彰者合計84
名と親御さんなどの関係者で会場を埋
め尽くしました。
受賞した小中学生は皆緊張の面持ちで、我々三島ワイズメンズクラ
ブ会長賞の受賞者である東小学校6学年の勝又彩実さんもその一人でし
た。
東小学校ということでしたので、南中学校に来るのなら学校や通学
路で会えると思い、どちらの中学校に進学予定かを表彰式終了後に訊
いてみました。答えは北中学校でしたので学校で会える機会は少ない
かなと思いましたが、将来有望な子どもたちがたくさん集まっており、
私も充実した時間を共有することができたことを嬉しく思います。
今後もぜひ頑張ってほしいと思いました。
副会長 岡田美喜子
第65回“社会を明るくする運動”小・中学校児童・生徒ポスター表彰
式が、7月4日三島市社会福祉会館で開催されました。三島クラブでは、
毎年この活動に協賛し、応募総数1034点、
特別賞15点の内の一点に三島ワイズメンズ
クラブ会長賞を授与しました。
三島ワイズメンズクラブ会長賞を受賞した
のは、東小学校６年
勝又彩実さんの作品
です。明るい色使いで、みんなで支える希望
ある社会を描いたすばらしい作品となってい
ます。表彰は、長澤会長が賞状を読み上げ、
勝又さんに直接お渡ししました。
表彰式の際、三島クラブからの協賛金の
ご紹介もしていただき、協賛金は受賞した子
どもたちへ図書券として贈呈されました。
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なおちゃんを救う会への募金を宮沢さんに届けました
会長 長澤 禎文
先月の親睦例会の際に募金をさせていただいた円を６月１９日に宮
沢正美さんの事務所にお届けしました。当日は宮沢さんご不在であっ
たため、事務所の大石さんにお渡ししましたのでご報告いたします。

CHARTERED OCTOBER7.1977 例会日：毎月第3火曜日 18:30〜21:00

会場：アモール・エテルノ・リオ
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Officers meeting Report.
H27.7.7

<CS・BF>

なお、予行演習を8/11に実施予定

長澤会長・岡田副会長・石川書記・渡邉会計・青
木CS／プロドラ委員長・大村EMC委員長・藤田親
睦委員長・相川会報委員長・高木農園委員長
（出席義務者

9名・出席者9名）

第18回東日本区大会（ﾎｽﾄ厚木ｸﾗﾌﾞ）
厚木市文化会館・ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ厚木
青木・大村・長澤・藤田・日吉・渡邉
石川・鈴木

・06/12

計8名
大阪なかのしまクラブ）

ハイアットリージェンシー大阪
鈴木
・06/14

計1名

例会場引っ越し作業
計5名

三島クラブ6月例会・定時総会・慰労会
定時総会
会計仮決算・会計予算

全て承認

街中だがしや楽校チラシ配布活動
長澤・青木・岡田

計3名

社会を明るくする運動

街頭宣伝

長澤・青木・大村・岡田・藤田・日吉
高木

計7名

長澤・青木・大村・藤田・日吉・石川
計7名

・07/01

街中だがしや楽校会合（本町タワー）

・07/04

社会を明るくする運動ポスター表彰

青木・岡田

次回回収日を随時連絡。
まずは卓話にて説明から。

＜EMC・YMCA＞
・例会に候補者の参加を！全メンバーの協力を宜しくお願い致
します。
・7月例会に最低一名の候補者を。
・7月例会プログラムを承認、8月納涼例会開催を親睦委員会
と検討

8/9開催を決定。
恵明学園

・11/01

京都部部会にてDBC交流の予定で調整中

・IBCは来年4月頃を希望
＜親睦＞
・今期の誕生日／結婚記念日の記念品を検討、親睦委員会案
トナーは300円予算でお花など）
・7月誕生日

高木美香Ys、結婚記念日はなし

・8月納涼例会 日時・場所を検討

日時は

8月9日（日）

14：30から景ケ島バーベキューにて開催予定

メンバーは無料、メネット・コメットは2,000円。移動方法については、検討中。
＜会報・広報＞
・今月ブリテンは、特集無し。会長・副会長及び各委員長の今期の抱負を掲載
＜農園委員会＞

やまほうしにて親睦会
高木

・プルタブ

1,296円

を承認（メンバー及び記念日は湯飲みセット・メネット及びパー

事業報告・事業計画

・07/01

6/16吉川資源

＜IBC・DBC＞

青木・大村・小野・藤田・高木

・06/29

前期処理済み

・9月卓話

昭明館→アモール・エテルノ・リオ
・06/16

・プルタブ

＜プログラム・ドライバー＞

第18回西日本区大会
（ホスト

キャップ集めに協力を宜しくお願い致します。

・ペタンク大会

【報告事項】
・06/06

新年度の門出に添えて

・08/23 街中だがしや楽校2015静岡in三島大社・ゑびす参道
に参加、前年同様「針やま」「てるてる坊主」

7月度役員会報告

・宮澤さんの都合待ち。長澤会長より、事務所訪問し確認。
・8から9月に農耕作業必要。

Event News.

計2名

長澤・岡田・青木

計3名

・07/04

親睦・農園合同委員会

・07/07

第一回役員会

松田・高木

藤田・日吉

計4名
9名出席

【今後のスケジュール】
・07/10

社明運動ふれあいスポーツ交流大会

・07/12

第一回富士山部役員会・評議会
暖香園ボウル

ル・オール

長澤会長・岡田・石川・渡邉（委任）
出席予定者計3名

・07/20
・07/31
・08/09
・08/11
・08/23
・09/06

9:30 農園作業（にんじん種まき他）
アジア地域大会 ウェスティン都ホテル京都
8月三島クラブ納涼例会
CS委員会開催 針刺し講習
街中だがしや楽校
東山荘奉仕作業 日本YMCA東山荘本館前 9:00-12:00

From Committee
【CS・BF委員会】

＜CS委員会開催のお知らせ＞
８月１１日の火曜日午後７時に岡田労務管理事務所をおかりしまして、CS委員会を開きます。CS
伊 東 青木・岡田・小野（3名）
委員会にて８月２３日の「街中だがしや楽校」に向けての打合せです。日吉さんの指導のもと「針さ
下 田 長澤・高木（2名）
し」の作り方を習います。みなさまの参加を呼び掛けます。参加できる方は、青木まで連絡をお願い
熱海Ｇ 長澤・相川・石川・鈴木
日吉・藤田（5名）
します。
熱 海 青木・相川・石川・日吉・藤田
＜今年も参加します。街中だがしや楽校！＞
（4名）
街中だがしや楽校に三島ワイズメンズクラブは今年も参加します。
富士・富士宮 長澤・石川・鈴木(3名)
日にちは、夏休み最後の日曜日８月２３日であります。三島大社境内にて三島ワイズメンズクラブは、
・07/19 8月納涼例会 会場下見
昨年同様「針やま」と「テルテル坊主」を子供たちに教えたいと思います。朝の１０時前に三島大社
親睦委員会 藤田・日吉・高木（3名）
に来てください。雨でも実施します。ワイズのモットーに基づく行事であり、子供たちに作る喜びを
・07/30 街中だがしや楽校実行委員会
伝えましょう。前日の８月２２日にテント張りを行いますので午後２時に手伝いに来ていただければ
長澤・青木・岡田 （3名）
嬉しいです。
・07/31〜2015アジア地域大会 ｳｪｽﾃｨﾝ都ﾎﾃﾙ京都
・富士山部初例会参加予定

鈴木
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登録済み

【プログラム・ドライバー委員会】
2015-2016年度会長

長澤

禎文

2013年4月の入会から2年と少し、歴史あるワイズメンズクラブの
会長を拝命し、いよいよスタートとなりました。愛知県で生まれ育ち、
静岡県内の大学に進学したことがきっかけで妻と知り合い、２1年前
の結婚とともに自然豊かなこの地に根を張る事となりました。
私は昨年、20年以上出席していなかった中学校の同窓会に出席い
たしました。気心知れた旧友とはなんと温かいものかと思い、その後、
「僕は今富士山の見える土地に住んでいるんだよ」と写真を添えてメー
ルを送ったところ、たくさんの「うらやましい」という返信が来まし
た。私が故郷を懐かしむように、我が子やその友達、そして地域の子
どもたちも、この地を誇りに思ってくれるよう社会環境を整備してい
かなくてはいけないと、その時あらためて思いました。
さて、職業の概念は２０年前とは大きく変わり、人ひとりひとり
の個性を生かした上で社会的役割を見出すような動きも活発になって
きました。社会の変わりようがここ5年ほどは特に急激に起こってい
ると感じます。ということは、5年後10年後には今の常識はまったく
変わっている可能性があります。そのような状況の中、何を尊重して
物事を進めていくかを考えると、私の頭の中では『心を大切にするこ
と』ではないかと感じています。話していて気持ちいいと思う気遣い、
接しているだけで高められる知識や考え方、そんな心を持った人を増
やしていくことが今の、そしてこれから先の急速情報社会だからこそ
求められることではないでしょうか。
今年度の会長主題は『寛容であれ（Let̀s Have A Big Heart!）』
としました。これはワイズの主題として掲げたものではありますが、
社会に対しても同じ思いを持っています。危惧しているのは、何かに
つけ徹底的に責任を追及する社会風潮です。埃ひとつ落とすことも許
さないかのごとく、行き過ぎた清潔感を持った社会を見ていると、育
つ前に折れてしまう若い芽がたくさんあるのではないかと感じてしま
います。肥料をどんどん与えるのではなく、自ら成長する意欲を引き
出し、そして必要な時だけ手を添える、そんな意識を持ちながら見守
る事が今の社会には望まれていることだと思います。これからは、溢
れる情報を処理することには皆慣れて普通の生活になっていくでしょ
う。その中で、本質はデータ化できない『心』にあることを知った若
者を増やしていく事こそが、先を行く私たちに課せられた大きな役割
であり、それを進めていく決意を添えて門出の挨拶といたします。
2015-2016年度 副会長 岡田 美喜子
このたび、伝統と歴史ある三島ワイズメンズクラブ2015−2016度
副会長にご推挙頂き、身に余る光栄であるとともに責任の重さを感じ
ています。
長澤会長が主題「寛容であれ（Letʼs Have A Big Heart）」及び基
本方針で述べられた思いは、同時期に入会し、それぞれ地域の活動に
参加してきた私にとっても共感するところが多々あり、同じように現
状に課題を感じています。
会員数が減少している状況でも、継続すべき事業や新しいことへの
挑戦はしていくべきであり、会員相互の志や協力で乗り切れるものと
確信しています。楽しくお互いが高め合う活動ができますよう、長澤
会長を支えていきたいと思います。一年間よろしくお願いします。

【EMC・YMCA委員会】
今年度のEMCの抱負 「〜メンバーを20人以上に〜」
クラブの活性化のためには最低20名の会員が不可欠であろうと考えてEMC事
業計画を以下のように立てました。

どうしが親睦を深めることになると思います。それによってクラブの活性化に向かう
ことを希望するものです。ついでにスマイルもお願いします。それは気持ちです。真心
に期待します。

【IBC・DBC委員会】
今年度は何といっても「京都部部会」と「佂山訪問」。
昨年度は断念した「佂山訪問」を何としても実現させたいと思っております。でき
るだけ多数のメンバーに同行いただくため予算も多めにいただいております。追って
詳細をお知らせしていきますので是非ともご協力をお願いいたします。
そして「京都訪問」ですが、京都クラブが京都部部会のホストということですので、
それに合わせて応援に駆け付けたいと思っています。開催日は11月1日の日曜日。前
日の土曜日に泊まるか日曜の夜に泊まるか、京都クラブの都合も鑑みながら早急にス
ケジュール立てをしますので、その際はご協力のほどよろしくお願いいたします。
京都も佂山も、三島クラブに比べればメンバー数も多く団結力も高そうですが、少
数ながらできるだけ多数のメンバーに同行いただき、IBC・DBCの交流を深めていけ
たらと思っております。何卒よろしくお願いいたします。

【親睦委員会】
我が三島クラブ

久しぶりに４０代の会長誕生！

そこで、若き会長を支えるメンバーの面々。（但し私は例外）会長の「三島クラブ
を立て直したい。」という思い、それは三島クラブのメンバーが誰しも感じているこ
とだと思います。それにはどうしたら良いのか？・・・
やはりメンバーを増やしたい。多くの同胞が集まれば、そこから多様な考え、知恵
が生まれてくる。そこでどうする？クラブ自体が楽しいクラブでなければならない。
先ず、自分の知人を誘ってみましょう。親睦会で企画する行事に参加して頂き人と
人との輪をひろげましょう。卓話を通して知らなかったこと、為になること、メンバー
の思いや近況報告等、そして本来の目的のボランティア活動を体験してもらえたら、
そのなかで、何か思う処があれば入会して貰えるかな？
三島クラブに入会したいな！して良かったなと思って貰える様に我ら委員は、この
一年を楽しいクラブの為の親睦会が開けるよう努力をしょうと、第一回委員会で話し
合いを持ちました。して見たいこと、やりたいこと、ご意見をお聞かせくだされば、
参考にして検討をしたいと思いますので。
ワイズ＆メネット＆パートナーの皆さん親睦会の行事に知人、友人を誘って参加し
て頂き、我が三島クラブを今以上に元気のある、楽しいクラブにしてゆけたらと願っ
てます。

【会報・広報委員会】
ブリテンの製作が、毎年マンネリ化してきてしまい、委員長の才能にもよりますが、
アイディア枯渇状態です。皆様からの、より良い提案を活かしていきたいと思います
ので、是非一年を通じて、成長を心がけ、皆様が読むことで、笑顔や、涙、感動を与
えられるようなブリテンにして行きたいと思います。マンネリからの脱却。まずはこ
こからスタートです。来年の6月には、ずいぶんと変化したなと思われれば、一応の
成果を感じられるかもしれませんので、宜しくお願い致します。
みんなの活動と、笑顔を伝え、記録としての役割を果たしてきたいと思います！

【農園委員会】
三島クラブの皆様、日頃よりワイズメンズクラブ活動でお世話になります。今年度、
農園委員長を務めさせて頂きます高木です。
ワイズメンズクラブ入会後、初の委員長という役柄を任せて頂き改めて身の引き締
まる思いで一杯です。皆様のサポートを頂きながら楽しく会を盛り上げていけるよう
に精進していきたいと思います。よろしくお願いします。
さて、今年度は初心のワイズメンズの奉仕の心、地域貢献を念頭に置きながら様々

花火にならないよう各自に具体的なターゲット情報を提供してもらい、全員で

な作物を植え、青少年育成活動に役立てていきたいと考えております。特に施設の園

情報を共有して入会促進を計る。増強は7月〜12月の上半期を集中的に増強期間

児や子供達に農園活動に参加してもらいながら共に作物を育てる喜びを味わいたい、

として「今年度中には･･･」ではなく、早速始めて早目の達成を目指したい。候

子供達の笑顔を育む収穫作業に取り組んでいきたいと考えております。その為、地域

補者のリストは随時受付ける。

の施設等に呼びかけ収穫体験参加の呼びかけ等に力を入れて活動していきたいと思い

【農園委員会】

増強運動の具体化として、①例会へのオブザーバー参加をお誘い（招待）する

＜会計＞

さて、兼ねてから農園活動に多大な協力を頂いている 宮沢様(県議)より7月9日に、急遽ご連絡を頂き、7月20日(月

②他クラブに三島・田方地区在住者知人の紹介をお願いする。

・前年度会計決算の会計監査を7/6に実施、結果を

曜日) 海の日祝日

③旧会員のクラブへの復帰（再入会）を関係者で勧める。

役員会報告承認。

皆様、お忙しい中大変恐れ入りますが、ご都合つく方はできるだけご参加頂けるようよろしくお願い致します。

・今年度会計予算を前期決算に従って修正（前期繰

を一言述べてもらいたいです。それにより、お互いに知り合うことがクラブのメンバー

メンバー増員に向けて全員メンバーが危機感をもって努力する。計画が打上げ

【協議事項】

朝8時半より人参の種まきを行うとのお話で、人参の種まきの参加のご要請がありました。

今期は、三島クラブのみな様に一言しゃべって頂きたいです。
どんな話でも良いです。近況報告をはじめ家庭の話、趣味でも、仕事でも、身近な話

ますので、皆様是非ご協力のほどよろしくお願い致します。

ʻ一人が一人をʼモットーに増強するために、魅力ある例会・楽しい意義のある
事業展開を実践し、候補者が進んで参加したくなる会にしましょう!!

越金・予備費等）最終予算として承認

THE SERVICE CLUB OF THE Y.M.C.A. AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUB.

CHARTERED OCTOBER7.1977 例会日：毎月第3火曜日 18:30〜21:00

会場：アモール・エテルノ・リオ

