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愛は、すべてを完成させるきずなです。
主

題

国際会長
「私たちの未来は、今日から始まる」 Joan Wilson
Tung Ming Hsiao
アジア地域会長 「ワイズ運動を尊重しよう」

利根川 恵子
東日本区理事
「明日に向かって、今日動こう」
富士山部部長
「富士山のように大きな心で奉仕をしよう」 増田 隆
岡田 美喜子
三島クラブ会長 「出会いと絆に感謝しよう」

2016年10月 三島ワイズメンズクラブ例会
10月例会
■日
■場
■受

■卓

時：2016年10月18日(火) 18:30〜
所：アモール・エテルノ・リオ
付：光永 尚生Y’s

■司
会：▶石川 敏也Y’s
■点
鍾：▶岡田 美喜子会長
■開会の挨拶：▶日吉 和代Y’s
■ワイズソング斉唱：▶出席者一同
■ワイズの信条：▶鈴木 忠雄Y’s
■会長挨拶：▶岡田 美喜子会長
■ゲスト・ビジター紹介：▶岡田 美喜子会長
■誕生日・結婚記念日祝：▶親睦委員会
■食前の感謝：▶藤田 小夜子Y’s
■会
食

9月例会報告
会計・IBC-DBC委員長

青木 利治

今日（9月20日）の例会は、台風16号が襲来してきて
いる中に開催されました。台風が来る前に例会場リオ
に準備のため早めに到着しましたが、新入会員の杉村
ワイズがもう待っていまして、これには驚きました。そ
して、本日の卓話者の田村和幸さんと渡邉近子ワイズ
があいついて早めに到着しました。杉村君と私と渡邉
さんで例会の会場のセットを行い、田村さんは卓話の
ための準備を行い、会場のセットの後、杉村君に受付
を快く引け受けてくれました。そのうちメンバーがド
シャブリの雨の中を出席してくれました。岡田会長は、
三島市の議会中のために遅れましたが、会長の挨拶に
は間に合いました。挨拶の中に議会報告を交えて挨拶
をしてくれまして、誕生日祝は岡田会長の御主人だけ
で、藤田副会長よりお祝いの品物をいただきました。
会食の終了後、台風が来ているため早速卓話を始め
ました。田村さんは多趣味・多才の方で、その知識の豊
富さに驚きます。その中のひとつがマジックでありま
して、一本の紐を使って遊びなから頭を動かすこと「頭
の体操・紐の知恵の輪」を学びました。最初に結婚式に
て紐と体を使ったマジックを教えて戴き、次にメン

話：▶「こども食堂から見えた家族の
食卓と絆」 高橋 麻子 氏
■書記報告：▶相川 毅書記
■委員会報告：▶各担当委員会
■スマイル報告：▶親睦委員会
■出席率報告：▶プロ・ドラ委員会
■閉会挨拶：▶渡邉 近子Y’s
■点
鐘：▶岡田 美喜子会長
◎例会終了後、光永Y'sと杉村Y'sの歓迎会を開催
場所：一江（みしまプラザホテルの南側）会費：3,000円
Happy Birthday

10/9 日吉・/20 渡邉
/24 小野・/25 光永

Happy Anniversary

10/21 相川Y's

バーに二種類の小道具を渡してマジックを行いまし
た。ひとつは、板に5円玉を通した紐を外す物、竹に紐
を通して竹の輪を移動するマジックをやりましたが私
は出来ませんでしたが、相川ワイズと鈴木ワイズがこ
のマジックを解けたことに羨ましく思いました。家に
帰ってから30分、竹の輪の移動マジックを成功しまし
たが、紐はずしは今でもできません。二人は頭が柔らか
いですね。普段使わない頭を回転させることにより頭
がリフレッシュされボケ防止にもなると思います。
台風が来ているのを忘れる位楽しい例会でした。た
まには、このような変わった卓話もよろしいでしょう
か？
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第39回富士山部部会参加報告
副会計・プロドラ委員長

渡邉 近子

9月25日(日)富士クラブのホストで開催される「第39
回富士山部部」に出席しました。三島クラブからは、岡
田会長をはじめ大村メネットを含め計9名の出席でし
た。例年にもまして今回は、多くの出席ではないかと思
います。
私と藤田ワイズ、青木ワイズ、杉村ワイズの4名は電
車で行きましたが途中、何が原因かわからないまま10
分位遅れて着きました。すでに講演会が始まっており、
冨士市教育委員会青少年相談センターの丸山所長は、
①次世代を担う健全な青少年を育成する②青少年に良
好な知己環境を整備する③ニートやひきこもり、不登
校など社会生活を営むうえで困難を抱える子ども、若
者及びその家族を支援する等、更に、増え続けている青
少年の悩みなどについての相談対応や活動しているこ
との実例を挙げ、お話しをして頂きました。自分の子ど
も達は、無事に成長してくれたけど周りには、まだまだ
大変苦労されている人達がいることを痛感させられま
した。
第二部の部会が始まり、各クラブに感謝盾の贈呈も
行われました。伊東クラブは、個人・団体も多く「すこ
い！」と感嘆いたしました。
第三部の懇親会冒頭では、吉原高校筝曲部による筝
曲演奏が行われました。すばらしくて聞き入ってしま
いました。
その後、お酒も入り大変盛り上がりました。ホストの
富士クラブの皆さん大変お疲れさまでした。

YMCA東山荘 本館献堂式に参加して
A副会長

藤田 小夜子

朝からひとしきり雨が降り続き、今日の御殿場は霧
も出て大変だろうと思いながら身支度をした。三島ク
ラブからの出席メンバーは、青木ワイズ、大村ワイズ、
杉村ワイズと私、藤田の4名でした。心配していた雨も
東山荘につく頃には上がり、本館の玄関で光永ワイズ
に会えてホッとしました。
昼食をいただき13時から本館落成感謝会が東山荘・
堀口所長の司会の下、日本YMCA同盟会長・正野隆士氏
から、御殿場市長をはじめ建設に関わられた各社の代
表者に感謝盾が贈呈されました。その後、来賓のあいさ
つと日本YMCA同盟主事・島田茂氏の謝辞があり、さら
に設計を担当された池田設計事務所・所長より、設計～
竣工のエピソードを交え、旧本館の成り立ちから新本
館に至るまでを映像で説明してくれました。
本館献堂式は会場を本館の講堂と1階の食堂の2か所
合同で開かれ、10月8日～10日の日本YMCA大会に参
加していたメンバーも参加していました。栄えある献
堂式に参加できたことは彼らにとっても良い思い出に
なったことと思います。

献堂式は13時～13時30分、讃美歌「馬槽のなかに」、
聖書「コリントの信徒への手紙Ⅱ」、祈祷説教「和解のこ
とばの発信地として」、讃美歌「昔、主イエスの」と厳か
な中にも粛々と進行していきました。この式に参加で
きたのも、YMCAの会員であったり、ワイズメンズのメ
ンバーであればこそのひと時だと感動しました。
引き続き13時30分～14時15分には本館落成祝会。
日本YMCA同盟会長・正野隆士氏のあいさつから始まり
若林御殿場市長の祝辞、三菱商事株式会社・代表取締役
常務執行委員の廣田康人氏によるYMCA時代の頃の東
山荘との関わりなどを交えた祝辞、そしてわれらが東
日本区理事・利根川恵子氏の簡潔で分かりやすい祝辞
と続き、西日本区・岩本悟理事の祝辞および地元熊本に
おける震災後の熊本YMCAボランティア支援活動、各
クラブによる支援金活動へのお礼を述べられました。
最後は、第43回全国学生YMCA夏期ゼミナール運営委
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員長を務められた上月理帆氏（神戸女学院大学YMCA）
の報告とこれからの活動に対する思い入れを聞きまし
た。
確かにYMCA東山荘は、YMCAを愛するメンバーや
ワイズメンが100年をかけて培ってきた想いや形を次
なる人々へ繋いで行くための基盤であり、利用される
方々の幸せを願っているみんなの力が結集された貴重
な建物であることを再認識せずにはいられません。そ
して、50年間のみんなの想いの詰まった旧本館には永
いことご苦労様でしたとの思いです。
終わりに島田茂日本YMCA同盟総主事の謝辞で閉会
となりました。その後、みんなで集合写真を撮り解散、
帰途につきました。みなさん、お疲れ様でした。

2016-2017年度メネットのつどいのご案内
メネット委員長

東山荘奉仕作業
東日本区連絡主事・親睦委員

光永 尚生

10月15日（土）、本日は快晴になり！
ＹＭCA東山荘の入り口付近を20名で清掃しました。
御殿場クラブの皆さんとトラック10台分以上を伐採
し、見ちがえるように綺麗になりました。三島からは4
名が参加しましたが元気に焼きそばを食べて解散しま
した。

日々のワイズメンズクラブへのご奉仕に感謝申し上
げます。
今年も恒例の“メネットのつどい”を開催する運びと
なりました。
今年度のつどいは、
「うまいッ！」でおなじみの武内
陶子氏を講師にお迎えし、うなるほどおいしいお話し
を皆様とご一緒にお聞きできればと存じます。多くの
皆様のご参加を心より、お待ちしております。
なお、先般ご案内いたしました“第1報”の会場から下
記の会場へ変更させて頂きました。よろしくお願い申
し上げます。
■日時: 2016年11月26日(土)
11:00～14:30(受付開始10:30)
■会場: 東京YMCA東陽町センター 1階 Well-B
(住所)〒135-0016 江東区東陽町2-2-20
(TEL) 03-3615-5566
■登録費: 3,000円
■プログラム:
11:00～12:00 委員会報告
12:15～13:00 会 食
13:00～14:00 講演会【講師】武内 陶子 氏
演題 「子育てと仕事・放送の裏側」
14:00～
アピールタイム
14:30
解 散
■アクセス方法:
東京メトロ東西線「東陽町」から徒歩5分

「YMCAのことを楽しく、みんなで学んでみませんか」④
YMCAの歴史的背景。先達の働きと感動体験
ご存知のかたも多いと思いますが、YMCAは、1844年
にイギリスのロンドンで誕生しました。初めての誕生
は、ジョージ・ウイリアムズを中心とした12名の「祈り」
の中から生まれ、今のYMCA運動に繋がっています。
彼らが、祈りの中から始めた理由は何だったのか。
1844年19世紀という時代背景に関係がありました。そ
れは、産業革命という波がやってきた時代でした。大量
生産が進むような、蒸気機関の発明や様々な社会の変
化の中で、多くの労働力が必要とされ、子供たちも働き
手としての期待がかかり、社会全体が疲弊してもいま
した。若者たちのモラルハザードはもちろん、飲酒や喫
煙など多くの課題もありました。そのような中で、社会
の変化をめざし、彼らは祈ったのです。
「祈りに始まり、
祈りに終わる」YMCA運動は、そのような中で育まれて
きました。
私たちのYMCA運動は、イギリスからヨーロッパ、そ
して北米へと広がり、現在では、アジア、オセアニア、ア

大村 知子

東日本区連絡主事

光永

尚生

フリカ、南アフリカなど世界の119の国や地域に広が
りました。
一方で、もうひとつのYMCA運動とでもいえる、
YMCAから巣立って行った多くの人たちの働きもわす
れてはなりません。そのひとりが、世界YMCA同盟の主
事から、赤十字運動へと転身していったアンリ・デュナ
ンです。今回の熊本地震に際しても、
日本赤十字社はじめ、多くの団体が
YMCAとも協働してくださいまし
た。また、くしくも、日本での赤十字
運動の発祥地のひとつはわが故郷で
ある、熊本でした。
このように、
「YMCAに連なる
人々」の感動体験やストーリーは枚
挙にいとまがありません。みなさん
も、YMCAストーリーを歴史の学び
と共に出会いと感動体験を通して楽
しみませんか。
夕陽の丘からの富士山が見えた→

TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 強い義務感を持とう 義務はすべての権利に従う

2016年10月 第4回 役員会議事録
日
時：2016年10月4日（火）19:00〜21:00
場
所：大村ワイズ邸
出席数：9名中9名（岡田会長/藤田A副会長/石川B副会長・会報広
報/相川書記/青木会計・IBC・DBC/鈴木CS・BF/大村EMC・YMCA/渡
邉プロドラ/日吉親睦）
報告事項
■09/06（火）第三回役員会＠大村様邸 岡田会長／藤田／石川／相
川／鈴木／大村／青木／日吉 義務者8名 光永 合計メンバー9名
■09/11（日）農園作業 宮澤様、藤田／大村／鈴木／青木／小野／大
村メ 合計メンバー5名、メネット1名、ゲスト（指導者）1名
■09/18（日）農園作業 岡田会長／藤田／渡邉／鈴木 合計メンバー
4名
■09/20（火）三島クラブ9月度例会＠アモールエテルノリオ 卓話
田村和幸氏「頭の体操」SMILE 11,000円（累計：29,900円）岡田会
長／藤田A副会長／石川B副会長／相川／青木／小野／大村／鈴
木／渡邉／杉村 出席者10名、ゲスト1名、出席率77% メーキャッ
プ 光永／日吉 2名 修正出席率92％
■09/25（日）富士山部会＠富士樟泉閣 岡田会長／藤田／青木／
大村／鈴木／渡邉／光永／杉村 メンバー8名 大村知子東日本区
メネット書記 計9名
■09/27（土）三島クラブ40周年準備委員会＠相川事務所 石川委員
長／相川／藤田／渡邉／日吉／青木 6名
■09/28（水）第2回東日本区メネット委員会＠日本YMCA同盟 大村
知子メネット1名 ワイズメネットのつどい（11/26）の概要決定
■09/28（水）東日本区定款改訂委員会＠日本YMCA同盟 鈴木 1名

今後のスケジュール
■10/04（火）役員会＠大村邸
■10/08（土）農園作業（人参間引き）
■10/09（日）YMCA東山荘本館献堂式 藤田／大村／青木／杉村
／光永 5名
■10/10（月）伊東クラブ例会 青木
■10/11（火）だがしや楽校反省会 岡田会長
■10/15（土）東山荘清掃ボランティア 藤田／渡邉／鈴木
■10/16（日）8:00～ 農園事業（人参間引き）
■10/16（日）見晴フェスティバル 藤田A副会長／岡田会長／大
村
■10/17（月）すこやかふれあいまつり実行委員会 岡田会長
■10/18（火）三島クラブ10月度例会
■11/08（火）-09（水）沼津クラブ姉妹京都訪問 杉村 1名
■11/13（日）三島市民すこやかふれあいまつり＠市民体育会
■11/26（土）東日本区メネットのつどい（東京）
協議事項（岡田会長/相川書記）

■議題：見晴フェスティバルの件 岡田会長が、議会の福祉教育委員
長として参加を予定しているが、ワイズの対応をどうするか？（祝儀
のみ持って行ってもらう等）
（岡田会長は、三島市議会福祉教育委員
長として参加、大村ワイズは、見晴学園理事長として参加予定）▶結
論：藤田A副会長が三島クラブ代表として参加。祝儀10,000円用意。
■議題：次期富士山部国際交流事業主査輩出の件 次期富士山部長よ
り岡田会長宛てに依頼がありましたので、輩出の可否及び輩出者を
決定いたしたく、検討願います。▶結論：メンバーの減少や来期は当
クラブ40周年記念事業年度となるため、富士山部からの主査輩出に
ついては辞退する。

会計（青木会計）

■議題：会費納入状況等▶結論：佐藤（会費）、長澤（会費及び退会に関
わる費用）の対応

CS・BF委員会（鈴木委員長）

■報告：プルタブ、切手収集報告（9月例会）プルタブ：日吉（4400g）
／小野（510g）／大村（150g）／藤田（450g）／渡邉（90g）切手：藤田
／大村／小野

EMC・YMCA委員会
（大村委員長）

■報告：入会候補者1名の職場訪問をして説明と勧誘を行いました。
■議題：メンバーから、入会勧誘候補者の状況とゲストに迎えたいと
考えている人について報告を得たい。メンバーへの呼びかけ方につ
いて協議▶結論：例会時に委員会よりアピールを行う。

IBC・DBC委員会
（青木委員長）

■議題：京都クラブより12/9（金）～12/11（日）の予定で韓国訪問。
当クラブ対応について DBC京都クラブの韓国訪問に同行してIBC釡
山フロンティアクラブのメンバーに会ってくる予定だったが連絡
したメールの返信は機械翻訳すると何となく無理って感じ。現在、京
都クラブのメンバーにも確認してもらっています。▶結論：釡山との
会合ができないのか、最終確認中。また、釡山FCの現状を近々に確認
し、場合によっては、新たなIBCを検討することも考慮。

プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）

■議題：10月例会プログラム検討▶結論：全てのプログラムを承認。

親睦委員会（日吉委員長）

■議題：10月例会後に光永／杉村の歓迎会検討▶結論：両名の出席
が確認されたので、歓迎会を実施します。
■議題：クリスマス例会について、恵明学園での開催を検討▶結論：
委員会で鋭意継続検討し、次回の役員会にて経過報告とする。

会報広報委員会（石川委員長）

■議題：原稿依頼▶結論：例会報告：青木 原稿＋写真（済）連載
YMCA：光永 原稿＋写真（済）富士山部会：原稿依頼（渡邉）写真は青
木（済）その他：東山荘献堂式 藤田

メネット委員会（大村委員長）

■議題：
「ワイズメネットのつどい」のお知らせの伝達方法（メネット
宛て）検討。
（メンバーには、ブリテン及びメールにて伝達）▶結論：メ
ネットは自宅にFAXを送付し案内

40周年準備委員会（石川委員長）

■報告：第3回40周年準備委員会 日時：9月27日（火）19:00～21:00場
所：相川ワイズ事務所メンバー（準備委員長：石川敏也、副準備委員
長・会計：相川毅、書記：渡邉近子、副書記：日吉和代、記念事業担当：青
木利治、次期会長：藤田小夜子 計6名）
●会長にはオブザーバーとして案内メールを送信。出席の義務はな
いものとする。
●会場の候補は◎第1候補：三島駅北口の日大国際関係学部ビル（三
島北口校舎）
：ラウンジ1時間＠5,000円（シダックス）◎第2候補：三
嶋大社・社務所。詳細は役員会で大村ワイズに確認。◎第3候補：ブケ
東海三島は来年3月いっぱいで閉館するが「呉竹」が営業を再開？宴
会を受けるかどうかは不明。★来年3月の会長研修会まで、できれば
2月中に会場および開催日を最終決定する。最悪でも5月までには決
めないとまずい。
●例会の催し物は◎三島農兵衛節：渡邉ワイズ◎しゃぎり（恵明学
園）
：杉村ワイズ◎三島北高の箏曲：大村メネット◎三島南のブラバ
ン：大村◎小中学生による三島の街・絵画展の実施および表彰式：青
木ワイズ※高齢者向けに花の街・フォトコンテストを同時開催◎表
彰式用のプロモーションビデオを作成：石川ワイズ
●記念誌の作成～作成スケジュールとしては、2018年4月1日の
ウォークラリー開催後に最終校正、6月までに完成させる。
●記念誌以外にもいろんなものが必要◎横断幕：紙製にして低予算
で作成◎チラシ：作成はもとより配布方法を検討。持込および郵送？
◎ユニフォーム：周年を記念してメンバー全員分を作成。東日本区大
会時に着用予定。※次回委員会までに各自候補を持ち寄る。
●ウォークラリー：2018年（平成30年）4月1日（日）に開催決定。
●絵画コンテスト：三島市・教育委員会協賛、今年11月に寄付金（CS・
BF委員会と相談）と一緒に申告する。来年2月には企画書を提出し、
実施の有無は4月ごろに決定予定。7～8月が絵画の制作期間となる
よう9月上旬に締め切りを設定。その後審査に入る。★各事業の実施
スケジュール案を作成すること。

在籍者

13名

メネット

0名

出席者

10名

ゲスト

1名

出席率

77％

ビジター

0名

2名

スマイル

11,000円

修正出席率

92％

スマイル累計

29,900円

総出席数

11名

プルタブ

メーキャップ

5,600g

○ 出席率100％に挑戦！メーキャップをわすれずに！

