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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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「何事にも時があり天の下の出来事には、すべて定められた時がある。」（コヘレトの言葉3章1節）

Record of September.
在籍者

14名

出席者

13名

出席率

93%

メーキャップ

1名

修正出席率

100%

ゲスト

1名

ビジター

1名

メネット

0名

コメット

0名

総出席者数

15名

スマイル

21,000

スマイル累計

29,193
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三島ワイズメンズクラブ例会

時 ：2015年10月20日(火)
：18時30分〜21時00分
所 ：アモール・エテルノ・リオ
付 ：大村 俊之Yʼs
会 ：日吉 和代Yʼs

■開会点鐘
■開会挨拶
■ワイズソング
■ワイズの信条
■会長挨拶
■ゲストビジター紹介
■誕生日・結婚記念日
■食前の感謝
■卓
話

：長澤 禎文会長
：青木 利治Yʼs
：一同
：高木 美香Y's
：長澤 禎文会長
：長澤 禎文会長
：司会より
：藤田小夜子Yʼs
：松下政経塾の人材育成
「志を持つ人材を生み出すには」
三島若者元気塾 石井真人 様

■書記報告
■委員会報告
■スマイル･出席率報告
■閉会挨拶
■閉会点鐘

：石川 敏也書記
：各担当委員会より
：プログラムドライバー委員会
：岡田美喜子Y's
：長澤 禎文会長



【9月三島クラブ例会報告】

石川

敏也

9月例会は、例会場がアモール・エテルノ・リオに変更となっ
て初めて通常例会でした。今までの例会場に比べると音響機器も
なく、こじんまりとした感じではありましたが、現状のメンバー
数を考えるとかえって親密度が増すような距離感が良かったと思
います。
卓話には静岡恵明学園児童部園長の加藤秀郷様を迎え、「社会
的養護〜ある児童養護施設の取り組み」というテーマでお話しい
ただきました。社会福祉法人静岡恵明学園の成り立ちから児童養
護施設「静岡恵明学園児童部」の現況まで、普段あまり語られる
ことのないお話も聞け、とても有意義な卓話だったと思います。
中でも加藤様がおっしゃった「いい子だなと思ってもらうことで
子どもは生きていける」「福祉の心」という言葉には感銘を受け
ました。近年、思春期の子供のみならず高齢者までがイライラ、
ギスギスしている状況が問題視されておりますが、せめてワイズ
の仲間だけでも「福祉の心」を忘れないようにしていきたいと思
いました。
※本来の執筆担当者から原稿が届かず連絡もつかないというこ
とで急遽、会報・広報副委員長の石川が代筆しました。みなさん、
義務を果たしてこそ権利が生ずることを悟りましょう。

【第38回富士山部会in伊東マリンタウン】

石川敏也

9月27日（日）、伊東クラブ
のホストで開催される「第38回
富士山部会」に出席してきました。
三島クラブからは長澤会長と直
前会長の青木ワイズ、書記のワ
タシの計3名の出席でした。
各々の都合もあり各自現地集
合となりまして、12時開始と勘
違いしていたワタシは11時半に
到着。早々と受付を済ませて会場である道の駅・伊東マリンタウンの
散策を楽しみました。過去にも何度か立ち寄ったことはあったのです
が、ゆっくりと見て回れたのは今回が初めて。道の駅としては温泉あ
り、遊覧船あり、大道芸ありの家族連れで楽しめる大きな施設に驚き
ました。当日は天気も良く、伊東マリンタウンのお客さまで大賑わい
の状態。この施設でどのような部会が行われるのか興味津々でした。
午後1時、2階レストランのテラスにイスを並べて、はるか大島を
背景に部会が始まりました。伊東マリンタウンの一般客の中には何事
かと伺いに来る人もいます。ちょっと狭いテラスに数十人ものワイズ
メンが所狭しと参列しワイズソングを歌う姿は少し奇異に思えたこと
でしょう。しかし、これにより何も知らない人たちに少しでもワイズ
メンズクラブという名前が記憶に残ってくれれば、これ以上の広報は
ないでしょう。伊東クラブの試みに「あっぱれ」でした。さらに部会
では、各クラブに感謝盾の贈呈も行われました。各クラブ、何らかの
賞を設けて全てのクラブが受賞しました。各クラブ会長のあいさつ以
外にも出番を増やす演出に、またまた「あっぱれ」でした。ただし残
念なこともありました。もちろん自己責任ですが、出航の合図に気が
付かず三島クラブ3名は、期待していた遊覧船「はるひら丸イルカ号」
に乗り遅れてしまいました。悔やんでも悔やみきれません。また、大
盛り上がりの懇親会では三島クラブ3名は各自自家用車での参加でした
ので、まったくお酒を飲めませんでした。やはり、こういった集まり
の時には三島クラブとして参加方法をもっと検討する必要があること
を痛感いたしました。

※例会報告は渡邉近子様

HappyAnniversary
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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.

From Committee

H27.10.6 10月度役員会報告
長澤会長・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・高木農園委員長・相川会報
（出席義務者 9名・出席者8名）欠席 岡田副会長

【ＣＳ・ＢＦ委員会より】
委員長 青木利治
見晴学園への奉仕作業をお知らせします。10月24日(土)午前９時より11時まで食堂
と下駄箱の掃除を行います。水洗いを行いますので、ビニール手袋を持参してください。
皆様の参加を呼びかけます。例会にて出欠を取りますので、よろしくお願いします。

【報告事項】
・09/03 熱海YMCA理事・運営委員会及びバーベキュー懇親会
熱海YMCAセンター 青木YMCA 1名
・09/06 東山荘清掃奉仕 9:00-12:00 松田／鈴木 2名
・09/12 第9回東レアローズカップ協賛（東レ体育館） 7名
長澤会長／小野／日吉／藤田／石川／青木／岡田
・09/15 9月例会
・09/20 農園作業 人参間引き、ブロッコリー・キャベツ・大根
の種蒔植え 8:30〜 長澤会長／青木／大村／大村メネット／岡
田／高木／藤田／日吉／渡邉／宮澤様 メンバー8名 計10名
・09/27 第38回富士山部会2015 道の駅伊東マリンタウン
長澤会長／石川／青木
・09/28 熱海YMCA第30回中学生英語スピーチコンテスト参加募
集で、中郷西中学校訪問 青木YMCA 1名
・09/28 茨城県常総市訪問災害ボランティア 長澤会長1名
・10/01 熱海YMCA理事運営委員会 第30回中学生英語スピーチ
コンテスト開催準備について 青木YMCA 1名
・10/02 CS/BF委員会（アモール・エテルノ・リオ）
19:00〜 長澤会長／岡田／小野／鈴木／高木／青木6名
・10/06 第4回役員会 出席義務者9名中8名出席
【今後のスケジュール】
・10/15 沼津クラブ第3回親睦ゴルフコンペ＠沼津ゴルフクラブ
日吉 1名参加予定
・10/18 見晴学園フェスティバル 祝儀10,000円 長澤会長
・10/20 三島クラブ10月度例会
・11/01〜02 京都部部会＠京都ホテルオークラ
長澤会長／青木／小野／藤田／日吉／石川 計6名
・11/08 市民すこやかふれあいまつり＠三島北小学校
長澤会長／岡田／小野／鈴木／日吉 計5名
・11/14〜15 DBC交流会in伊豆長岡 京都クラブ温泉同好会
長澤会長／青木／大村／小野／藤田／日吉／松田
／渡邉／石川 計9名
・12/01 第1回YMCA東山荘100年募金チャリティーゴルフ大会
富士カントリークラブ 日吉 1名参加予定
【協議事項】
＜会長・書記＞
・東山荘100年募金について
YMCA基金より、200,000円を拠出。個人献金は各自検討
＜会計＞
・今月は会費納入月です。宜しくお願いします。
＜CS・BF＞
・10/24 9:00-11:00 見晴学園奉仕作業
下駄箱・食堂の掃除 各自ビニール手袋を持参
・11/08 8:30〜 市民すこやかふれあいまつり＠三島北小学校
参加予定者が少ないため販売するものを一つに決める。
輪投げを行い、景品に駄菓子と缶バッジを考える
仕入れは、駒形屋を予定。販売価格は100円とする。
＜プログラムドライバー＞
・11/17 例会卓話者を東山荘所長 堀口廣司様に依頼
＜IBC・DBC＞
・11/01-02
・11/14-15

京都部部会
DBC交

流会in伊豆長岡 詳細
はこれから詰めます。
・IBCは来年4月に実施
予定
＜親睦＞
・10/23 19:00〜 親
睦会＠ムクゲ（広小路）
会費5,000円
＜農園＞
・12月初旬に恵明学園
と一緒に収穫作業を検
討中。

部会の翌日にDBC交流会開催予定

三島ワイズメンズクラブ親睦委員会主催
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開催日：2015年10月23日（金）
集合時間：19:00〜
場所：
「ムクゲ」三島市広小路町１３−８ TEL.050-5877-4921
会費：5,000円（税込）

三島クラブメンバーの皆様、今期ＣＳ委員会の活動に参加して頂きありがとうござい
ます。年内は、１０月２４日見晴学園への奉仕作業と１１月８日の「市民すこやかふれ
あいまつり」の参加活動であります。皆様、楽しんで参加してください。１０月２４日
見晴学園の奉仕作業の後に「ふれあいまつり」の商品を購入に駒形屋さんに伺います。
よろしければ、一緒に行きましょう。
【農園委員会】 野菜草取り巡回報告 10/13
野菜の生育状況は、現在良好です。昨日宮澤さんが畑を消毒して
くださいました。12月初旬収穫予定です。本年は恵明学園の子供
達にも収穫体験を予定しておりますのでご協力よろしくお願いい
たします。
＜ワイズ農園作業報告＞
大村俊之
白菜の苗の植え付けと大根の間引きなどの作業に向けて9月20日午
前8時30分、メンバー７名と前回に引き続きメネット1名の８名が農園
に集合。先ず目にしたのは、8月末に播いた大根の畝を斜めに横切る
ように50㎝程の幅で土が深くえぐられた跡だった。数日前の豪雨で公
民館側の石垣から雨水が大量に流出し澤のように押し寄せた痕跡らし
く、育ち始めた大根もその部分だけは跡かたもなく根こそぎ流されて
いた。しかし、被害は大根のところだけのわずかでキャベツやブロッ
コリーなど大部分は無事に青々と育っていたことが何よりだった。高木農園長から（出勤前に一足
先に作業を始め、15分後に出社のため早退）、宮沢さんが9時過ぎに来るのでそれまで大根と人参
の間引き作業を進めていてという指示があり、早速15〜20㎝に成長していた大根を1本立ちに間引
き開始、雑草の草取りもしながら進め、人参も2回目の間引きをした。人参も残暑にも豪雨にも耐え
て順調に育っていて、おろ抜きはプチ人参の収穫となった。作業が一段落した時に、タイミング良
く宮沢さんが来てくださり指導に従って、白菜の苗の定植作業に取り掛かったが昨年の経験者も多
く、縄を張る人・植え穴を作る人・苗を配る人・植え込む人と自主的作業分担で5畝植え付けた。並
行して大根とキャベツとブロッコリーへの施肥もした。それらが終わったと
ころで、宮沢さんが自ら農機具を操作して畝間の耕作と農薬の散布。いつも
ながら公務多忙の寸暇をさいてのご指導とご協力に一同感謝しながら写真撮
影し、冬の収穫を期待しながら10時過ぎに作業を終了した。この日は天候
にも恵まれ作業日和でした。参加者は、長澤、青木、高木、日吉、藤田、渡
邉、大村、大村メネット

【NPO法人熱海YMCA報告】中学生英語スピーチコンテスト開催にむけて
熱海YМCA運営委員 青木利治
10月1日(木)午後6時30分より熱海ＹМＣＡセンターにて理事・運営委員会が開催さ
れました。
まず、富士山部各担当理事と運営委員よりの報告がありまして、熱海クラブより、ドッ
ヂボール大会を11月14日開催し、昼食カレー1000食用意する予定です。伊東クラブは、
富士山部会の御礼、110名の参加がありました。そして、熱海クラブの同じ日にドッヂ
ボール大会を開催する。
沼津クラブは、ＹＳじゃがいも北海道から500箱購入。IBCのインド・ハイグラバード
クラブのメンバーが昨年に続いて来訪し、東京みゆき画廊にて絵画の展示を10月12日
〜17日まで。三島クラブは、東レの小学生バレーボール大会の協催とワイズ農園の報告
を行いました。
その後、議題に入りまして、第30回中学生英語スピーチコンテストの実施の件です。
実施日は、2015年11月21日(土)熱海起雲閣音楽サロンにて行う。募集人員は45名を目
標として、30回にふさわしいコンテストを計
画中です。熱海と三島と沼津の中学校からの参
加を募集するため、申し込み書を郵送してい
ます。私は、三島の中郷西中学校を訪問して、
3名の参加する予定を報告しました。
当センターも古くなり漏水も発生しており、
木造トタン屋根の塗装と調査を実施します。

※10月19日
（月）
までに下の返信先までお返事ください。
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みはらしフェスティバル参加報告
長澤

禎文会長

１０月１８日
（日）見晴学園の
文化祭である『み
はらしフェスティ
バル』に参加して
まいりました。
みはらしフェス
ティバルには初め
て参加させていた
だきましたが、三
島ライオンズクラブ
や三島西ロータリークラブなども出展されており、また、来賓も岡田
ワイズはじめ多くの三島市議や宮澤県議も参加され、非常に賑やかに
開催されておりました。なお、大村ワイズは見晴学園の現職の理事長
でもあるため、開会式では理事長挨拶をされました。
さて、開会式後のイベントの皮切りは知徳高校チアリーディング部
の「ねらい撃ち」「サウスポー」「ＹＭＣＡ」などの応援曲に乗せた
華麗なダンスの披露でした。その後、施設利用者の方の発表も多数行
われ、とても楽しいイベントとなりました。
昼になると各模擬店での食券との交換がはじまり、おにぎり、やき
そば、から揚げ、豚汁、
甘酒、どら焼き、クレー
プと、ジュースやお茶
もいただきました。
高齢になった障害者
の方が多く利用されて
いる施設での交流行事
は、地域にとって非常
に有意義なものである
と感じました。

常総市の水害ボランティアに参加して
長澤

禎文会長

９月２７日に伊東で行われた富士山部会終了後に、台風１８号に
よって鬼怒川が決壊し広域で浸水した茨城県常総市の水害ボランティ
アに行ってまいりました。
夜のうちに現地まで行き車中泊する予定でしたので、富士山部会終
了後にのんびり下道で東京都内を抜け２３時頃に現地に着きました。
常総市のボランティアセンターの開所時間が９時の為、少し離れた場
所でも時間的に余裕はあるので、車を停めても迷惑にならない霞ヶ浦
湖畔の道の駅までさらに車を走らせ宿としました。
９月２７日に伊東で行われた富士山部会終了後に、台風１８号によっ
て鬼怒川が決壊し広域で浸水した茨城県常総市の水害ボランティアに
行ってまいりました。 夜のうちに現地まで行き車中泊する予定でし
たので、富士山部会終了後にのんびり下道で東京都内を抜け２３時頃
に現地に着きました。常総市のボランティアセンターの開所時間が９
時の為、少し離れた場所でも時間的に余裕はあるので、車を停めても
迷惑にならない霞ヶ浦湖畔の道の駅までさらに車を走らせ宿としまし
た。
翌朝６時半頃に
起床し湖畔で深呼
吸した後、集合場
所に進行。ボラン
ティア用に用意さ
れた水海道流通セ
ンターの駐車場か
らシャトルバスで
ボランティアセン
ターに入り受付を
済まします。

10人ほどのグループで派遣されたお宅は田んぼの中に並んだ旧家
屋の一軒。母屋が１２０㎝の浸水で家財なども全滅、倉庫内の軽
トラックも屋根まで水に浸かり廃車、その他の農作業用の機械類
も使えるかどうかわからない状態との事。この日のボランティアへ
の作業依頼は物置の棚や農機具の洗浄と畑に流れ着いた藁の片付
けでした。私は藁を片付ける班に回り１０時３０分頃から１５時
頃まで作業を行いました。
休憩時間にこのお宅にお住いの８０歳のおばあちゃんとお話し
ましたが、８０年生きてきてここまでひどい災害ははじめてだと
嘆いておられました。保険に入っていたかどうかは立ち入った話
になるためとても聞くことができませんでしたが、水害の補償が
ついた火災保険に加入していれば床上浸水は保険がおりるものの、
水害や家財の補償をはずして契約する方もたくさんありますので、
このお宅もこの地に適した保険の掛け方をされていたかどうかは
わかりません。また、おばあちゃんは「こんなに辛い思いをする
ならいっそ水に流されて死んでしまいたかった」と聞く側も辛い
ショッキングなことも仰っていました。
作業前と作業後に少しこの地域の全容を確認したいと思い車で
走りましたが、被害が広域に渡るため少し車で走った程度では把
握することができませんでした。ところどころ道路わきのガードレー
ルが傾いた箇所があり、これを見ると、ただ水に浸かっただけで
なく相当な勢いで地域一帯を水が流れた事を物語っており、水害の
怖さを垣間見ました。
なお、私が現地入りしたのは９月１０日の氾濫から２週間過ぎ
た頃でした。このような水害の場合、住宅を含め汚水処理設備も
当然浸水しているため、二次災害として感染症が発生することが予
想されます。作業中にはマスク着用し、作業後には靴の消毒とうが
いによる喉の消毒をするよう指示されました。すでに地域全体が
消石灰を蒔いて土壌の消毒がされておりましたが、これも水害の恐
さの一つであると認識しました。
さて、我が地域に照らし合わせてみま
す。
三島を含めた県東部地域は過去に狩野
川台風で大災害を経験した地域でもあり
ます。また、三島では大場川沿いの住宅
が流失したことも記憶に新しいと思いま
す。狩野川放水路が建設されたことによっ
て氾濫する可能性は格段に低くなったと
はいえ、放水路が機能しなくなることや
放水路からの津波の流入なども想定して、
危険察知と早めの避難行動の心がけは自
分自身だけでなく家族を守ることにつな
がる
ことであると再認識しました。まずは家
族を守る自助、そして隣近所で助け合う
共助の意識は一層地域に根付かせていく
必要があると感じました。

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

