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三島クラブ会長主題：出会いを大切に そして、
ワイズを楽しもう

主題

国際会長：ともに光の中を歩もう（Henry Grindheim：ノルウェー） アジア太平洋地域会長：ワイズ運動を尊重しよう（Tung Ming Hsiao：台湾）
東日本区理事：広げよう ワイズの仲間（栗本 治郎：熱海クラブ） 富士山部部長：生き活き仲良し 富士山倶楽部（加藤 博：熱海グローリークラブ）

今月のことば 「わたしは良い羊飼いである。
」

マヨハネ福音書 10章11節

「羊飼い」の大切な務めは羊たちを育てることです。その点からすると子どもたちにとっての大人の方たちは育ててく
れる羊飼いのような存在といってよいでしょう。羊たちは羊飼いを頼りにします。同じように大人にも頼りに出来る
方がいることを思い出していただきたいです。イエス・キリストは私たち全ての者の良い羊飼いだからです。
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2018年5月例会
日 時：2018年5月15日
（火）
18:30～21:00
会 場：高田屋 (055-975-0495)
三島市本町1-41
受 付：石川 敏也Y's
司 会：鈴木 忠雄Y's

4 月 例会報告
EMC・YMCA 委員長

大村 俊之

4月例会は4月17日（火）卓話者として「のびっこクラブ」
代表石井千恵子氏、ならびに副代表の黒萩道議氏の2名を
ゲストとして招き、例会会場の高田屋にて開催されまし
た。4月に入りそれぞれの理由から退会者があり、会員数が
11名に戻ってしまいましたが、今月も出席率100%（メー
キャップ1名を含む）で定刻18:30に開始、大村知子メネッ
ト（東日本区ワイズメネット委員長）の参加もあり少人数な
がら明るい和やかな例会でした。
藤田会長の点鐘、光永ワイズの開会挨拶、ワイズソング、
ワイズの信条、会長挨拶とゲストの紹介のあと、いつもと違
う順序ですぐに「外国に由来する子どもたちを支援して」と
題して卓話が始まりました。
「のびっこクラブ」とは私たち
ほとんどのメンバーにとって知らなかった活動である、外
国人の子どもたち（時には大人も含む）に言葉や学業の支援
などを中心に無報酬で行っている奉仕活動団体であるこ
と、その発足過程と活動の現状について説明をうけ、問題点
や活動に関して理解することができました。お二人の話か
ら、私たちワイズメンズクラブの奉仕活動にもまだまだ気
付かない多くの分野があることを知ることができ有意義な
内容でした。講師の黒萩様は40年近くも前に私（大村）が三
島市立北小学校のPTA会長だった当時、北小に勤務されて
いた先生であったことを互いにすぐ思い出し、久しぶりの
再会も何かの縁かと思った次第です。質問なども活発に交
わされた後に会食となりました。誕生日（岡田Ys,相川M）
・
結婚記念日（鈴木、青木）を祝い、委員会報告では次年度各委
員会事業計画を5月中に、本年度会計仮決算を5月15日まで
に提出の要請などがあり定刻に例会が終了しました。

◆開会点鐘
会長 藤田 小夜子Y's
◆開会の言葉
大村 俊之Y's
◆ワイズソング斉唱
出席者一同
◆ワイズの信条
司 会
◆会長挨拶
会長 藤田 小夜子Y's
◆ゲスト・ビジター紹介 会長 藤田 小夜子Y's
◆誕生日・結婚記念日祝
司会＆親睦委員会
◆食前の感謝
岡田 美喜子Y's
◆会
食
◆卓
話
「一神教（ユダヤ教、キリスト教、
イスラム教）の共通点と相違点」
講師 日本大学国際関係学部・大学院教授
高橋 章様（東京クラブ）
◆書記報告
書記 相川 毅Y's
◆委員会報告
各委員会担当
◆スマイル・出席率報告 親睦・プロドラ委員会
◆閉会の言葉
青木 利治Y's
◆閉会点鐘
会長 藤田 小夜子Y's

Happy Birthday
該当者なし

Happy Anniversary
5/11 大村夫妻
5/15 渡邉夫妻

恵明学園の不二見地蔵祭りに参加

沼津クラブチャリティコンサートに参加して
会計

青木 利治

5月5日（土）静岡恵明学園児童部での「不二見地蔵祭り」
に参加しました。
藤田会長と日吉ワイズと私（青木）の3名が伺いました。今
年も昨年と同じ
「ミニたい焼き」を模擬店にて子どもや保護者と近隣の人々
に配布しました。
たい焼きは冷凍を温めたものですが、試食して大変美味し
かったです。そのためか、約200個のたい焼きが一時間以内
に全部無くなりました。
昨年と同様今年の不二見地蔵祭りも快晴の五月晴れで季
節も良く、清々しいお祭りでした。5人の龍澤寺の雲水の読
経のもと焼香しながら、昨年亡くなった杉村勝巳君を思い
出しました。昨年の今頃、杉村君が元気にお祭りを指揮して
いた姿を懐かしく思い出したのです。
今年のお祭りで多くの人達とお会いしました。クリスマ
ス以来、恵明の子供達に会い、子供達もサンタさんたちだと
言って私達を覚えていてくれました。
恵明学園にて、農園の宮沢さん、坂小と錦田中の校長先
生、衆議院議員の細野氏、豊岡市長などもお会いすることが
できました。
なによりも、恵明の子供達が手を持って喜んでくれたこ
とが大変嬉しかったです。7月には「七夕祭り」があります。
三島クラブのみな様、参加しましょう。

親睦副委員長

光永 尚生

4月30日(月・祝)の午後に、沼津市民文化センター小ホー
ルにて沼津ワイズメンズクラブ主催によるチャリティコン
サートが開催されました。
今回は、想いを歌にのせて~愛・祈り・心のうた~がテーマ
でした。熱海YMCA沼津YMCAセンターの共催によりワイ
ズメンズクラブ、YMCAの関係者はもとより、沼津市内外か
らの参加がありました。ピアノ、シンセサイザー、チェロ、
バイオリン、フルートの奏でる曲に合わせて、ソプラノ、テ
ノールの歌声が、会場いっぱいに響き渡り、初夏の午後のひ
と時を、満足感に浸って贅沢に過ごすことができました。音
楽、歌の持つ力に、改めて感動するとともに、いつもそうな
のですが、
「音楽の世界に浸る」ことができました。日常で
は、なかなか味わえない時間の流れの中で、多くの市民が堪
能できた時間でした。沼津クラブのメンバーの皆さんの献
身的な奉仕の場面も見ていただきながら、栗本東日本区理
事、森熱海YMCA理事長、藤田三島クラブ会長の臨席で鑑賞
させていただけたことも感謝でした。
三島クラブが行うCS活動とは趣が違いますが、ワイズメ
ンズクラブがそれぞれの地域の特色やメンバーの賜物を活
かす働きを行うことの大切さを今回も学ぶことができまし
た。
ここでも、
「みつかる、つながる、よくなっていく」働きが
垣間見えたと思います。

あずさ部三クラブ合同メネット会・参加報告
東日本区メネット委員長／メネット会

大村 知子

4月18日、東京八王子クラブ、甲府クラブと甲府21クラブ
の23名が東洋羽毛相模原工場見学に参加しました。私は東
日本区ワイズメネット委員長として招待され出席致しまし
た。あずさ部三クラブ合同メネット会は、八王子クラブの辻
久子さんが東日本区メネット委員長を期に企画されたと聞
きました。それ以来毎年、メネット会のある3クラブ交代で
担当し、交流を十数回続けているとのことでメネット同志
の強い絆が出来ていることがよくわかりました。
この日は工場側が横浜線淵野辺駅まで送迎バスを用意し
て下さり、美味しい昼食（お弁当）の提供というおもてなし
も受けて、参加者一同、羽毛布団製造工程の見学・販売シス
テムの説明・製品に触れたり実際横になったりのお試し体
験に高い関心を示して（中には購入交渉をしたメネットも）
いました。私は長年、被服学（被服構成学・人間工学）の研究・
教育をしてきたので寝具の快適性などについての知識は
あったのですが、羽毛布団製造工場の見学は初めてで、知的
好奇心を満たされた一日でした。
メネット会開催の担当クラブは企画と準備にご苦労され
ると推察しますが、相互訪問が続いていることから、再会を
喜び、和やかに情報交換をしながらのひと時を過ごし、既に
来年の約束をしている様子に、合同メネット会の「継続は力
なり」を実感しました。
横浜線・新幹線を乗り継いで帰宅しながら、もし富士山部
としてクラブの枠をはずしたメネット会を企画したら参加
するメネット＆ウィメンはどの位いらっしゃるかなぁなど
と考えました。三島クラブは企画次第でOKかな？とも思い
ながら・・・・。

オリーブ平和映画祭のご案内
5月17日（木）から19日（土）までの3日間、在日本韓国
YMCAと東京センテニアルYサービスクラブとの共催によ
る第10回オリーブ
在日本韓国ＹＭＣＡ、
東京センテニアルＹサービスクラブ共催
平和映画祭が、在日 第 10 回オリーブ平和映画祭
本韓国YMCA地下ス
ペースYホール（JR水
道橋駅徒歩5分、地下
5/17（木）ガザの美容室
鉄神保町駅徒歩8分）
19:30 ～ 21:30
を会場として開催さ
れます。毎年5月恒
5/18（金）壊された5 つのカメラ
19:30 ～ 21:30
例のプログラムです
が、今回は第10回目
の開催を記念し、複
5/19（土）自由と壁とヒップホップ
11:00 ～ 13:00
＋FUNI（ラッパー）トークライブ
数日にわたり、複数
作品を上映すること
16:30 ～ 18:30 ガザの美容室
になっています。ぜ
＋金城美幸
ひ皆様、機会があり
料金
ましたらご覧になっ
会場 在日本韓国YMCA スペースY（地下）
てみてください。
オリーブ平和映画祭とは

パレスチナの東エルサレムＹＭＣＡと交流を進めている在日
本韓国YMCAが、パレスチナに暮らす人々の現状に触れ、理

解を深め、共感の場を広げたいという思いから、毎年東京セ
ンテニアルＹサービスクラブと共催で実施する映画祭です。
会場ではベイトサフールＹＭＣＡ（ベツレヘム：パレスチナ
自治区）で製作されたオリーブクラフトの販売、フェアト
レードのオリーブオイル・オリーブ石鹸の販売も行います。

本映画祭の収益金は、
東エルサレム YMCA との交流活動、
現地におけるプログラム支援のために用いられます。

パレスチナ・ガザの小さな美容室を舞台に、戦争

監督・脚本：タルザン＆アラブ・ナサール／出演：ヒアム・アッ

状態という日常をたくましく生きる女性たちを描

バス、マイサ・アブドゥ・エルハディ他／ 2015 ／パレスチナ・

く。日本公開前の作品。

フランス・カタール／ 84 分／アラビア語

パレスチナの民衆抵抗運動の地、ビリン村に住むイマー

の多くが奪われる。怒った村人たちは毎週末、非暴力

ド・ブルナートは、四男の誕生を機にカメラを手に入れ、

のデモを続けた。

はからずも村の記録者となる。そんな中、ビリン村で

監督：イマード・ブルナート、ガイ・ダビディ／ 2011 ／パレ

はイスラエルにより「分離壁」が築かれ、村の耕作地

スチナ・イスラエル・フランス・オランダ／ 90 分／アラビア語・
ヘブライ語

土曜日は 2 作品上映！
ライブやトークがあります。

パレスチナのヒップホップ・ムーブメントを取り上げ

監督：ジャッキー・リーム・サッローム／出演：DAM、マフルー

た初めての長編ドキュメンタリー。自身もパレスチナ

ド・シャラビ他／ 2008 ／パレスチナ・アメリカ／ 86 分／アラ

にルーツを持つ女性監督ジャッキー・リーム・サッロー

ビア語・英語・ヘブライ語

ムが描く、若者たちの音楽による非暴力の抵抗。

（パレスチナ／イスラエル史学）
トーク

平日・一般 1500 円（前売り 1200 円）／土曜・一般 1800 円（前売り 1500 円）
学生・前売り 800 円

通し券 2500 円 ※前売りのみ

前売り券はYMCA１階フロント、
３階事務室で直接ご購入いただくか、
お電話・FAX・メールでご予約ください。

TEL 03-3233-0611 FAX 03-3233-0633 メール：ayc@ymcajapan.org（担当：たづけ）

東京都千代田区神田猿楽町 2 - 5 - 5

JR 水道橋駅徒歩 5 分 JR 御茶ノ水駅徒歩 8 分 地下鉄神保町駅徒歩 7 分

ワイズ川柳

投稿受付
中

わいず・せんりゅう

三島クラブ会報・広報委員会
ではワイズメンバーよりの「ワイ
ズ川柳」を募集いたします。
ぜひこの機会に数多くの迷（？）
川柳をご投稿ください。

【送り先】
①郵送：〒411-0844 三島市清住町8-23 アドウイング
②FAX：055-971-3307 ③Mail：ishikawa@ad-wing.jp
いずれも「石川敏也」宛に、どしどしご投稿ください。

だれの作品かわかりますか？
1,3,5 は青木ワイズ 2,7,9 は大村メネット
4,6,8,10 は光永ワイズ でした。
ぜひ皆さんも投稿をお願いいたします。

TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

2018年5月 第11回 役員会議事録
日
時：2018年5月1日（火）19:00〜21:00
場
所：大村 俊之Y's邸
出席数：9名中9名（藤田会長/渡邉A副会長・プロドラ/日吉B
副会長・親睦/相川書記/青木会計/岡田CS・BF/鈴木農園/大
村EMC・YMCA/石川BC・会報広報）＋光永・長澤・大村メネッ
ト 計12名
報告事項
■04/03（火）第十回役員会
■04/06（金）市内小中学校へ40周年記念誌への絵画コンクール
受賞者の掲載についてお願い、承諾の依頼に訪問 藤田会長・
青木
■04/17（火）4月例会 高田屋 卓話者 のびっこクラブ 石井
千恵子様・黒萩道義様 メンバー 10名（欠席 長澤）
・メネット
1名（大村メネット）
・ゲスト2名 出席率 91％ メーキャップ
（長澤） 修正出席率100%スマイル9,242円
■04/28（水）だがしや楽校運営協議会（第二回） 岡田
■04/24（火）宮沢正美県政報告会に出席 藤田会長 1名
■04/30（月）チャリティーコンサート 藤田・青木・光永・鈴木

今後のスケジュール

強い義務感を持とう 義務はすべての権利に従う

■議題：農園作業▶見晴学園奉仕（5/19）の終了後対応

EMC・YMCA委員会
（大村委員長）

■報告：山田さんの退会で、人数がさらに減少してしまった。
■議題：入会候補者への勧誘と情報収集・入会候補者の情報のお
願い！三島クラブとして深刻な状態です。▶全メンバーの協力
をよろしくお願いいたします。

IBC・DBC委員会
（石川委員長）

■報告：特に進展無し。西日本区大会後（二日目）に藤田会長と青
木副委員長に京都クラブ有志の方と昼食会をしていただく予
定ですが、今期はこれが唯一の活動となりますので、委員会予
算から交通費の一部を負担する予定です。

プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）

■議題：5月プログラム検討▶承認
■議題：例会場変更の件（高田屋より5月までで以後対応は不可と
のことで、変更が急務である）▶6月より、松韻を例会場とする。
（仮予約済み）費用は3,000円（税込み・人）物品の保管について
は今後相談の上検討

親睦委員会（日吉委員長）

■報告：誕生日なし、結婚記念日：大村夫妻（5/11）、渡邉夫妻
（5/15）
■議題：6月例会に親睦会を開催予定▶松韻にて開催可能か調整
し、来月検討します。

■05/01（火）第11回役員会（11名全員＋メネット1名）
会報・広報委員会（石川委員長）
■05/05（土）恵明学園不二見地蔵様祭り手伝い 青木・藤田・日
■議題：ブリテン原稿依頼の件▶例会報告（大村）
・4/30 チャリ
吉・岡田
ティコンサート（光永）
・5/5恵明学園不二見地蔵祭り（青木）
・
■05/12（土）第21回東日本区大会「スタッフ事前説明会」
5/12 のびっこくらぶ三島（6月：藤田）
・5/13 富士山部評議会（6
AMのみ：石川／AM-PM共：光永・鈴木・長澤・日吉
月）
・5/13 富士山部次期役員研修会（6月）
・YMCAオリーブ平和
■05/12（土）のびっこくらぶ三島見学 藤田会長
映画祭のご案内・川柳：光永
■05/13（日）第3回富士山部役員会・評議会 （出席者 藤田会
メネット委員会（大村委員長）
長・鈴木主査・日吉副会長・相川書記）及び次年度富士山部クラ
■報告：
ブ役員研修会（※次期 藤田会長・日吉副会長／親睦・石川副会
【4月活動報告】
長／会報広報・相川書記・青木会計・大村農園／EMC・DBC・鈴木
04/07,08 第3回東日本区役員会 熱海
（大村M）
DBC）
04/17
4月例会に参加
（大村M）
■05/15（火）三島クラブ5月例会＠高田屋
■05/19（土）見晴学園奉仕活動（CS委員会）藤田会長・岡田・青木・ 04/18 あずさ部３クラブ合同メネット会 相模原市 （大村M）
04/23 第3回東日本区ワイズメネット委員会 四谷YMCA （大
大村・日吉・渡邉・鈴木 （終了後ワイズ農園作業予定）
村M）
■05/19（土）NPO法人熱海YMCA総会＠熱海YMCAセンター
【5月予定】
鈴木 1名
05/11 東日本区役員会 四谷YMCA （大村M）
■05/21（月）だがしや楽校運営協議会（第三回） 岡田
（大村M）
■05/26（土）のびっこくらぶ三島見学 10:00～北小学校 藤田 05/12 東京江東クラブメネット会 （東陽町）
05/15
例会出席
（大村M）
会長・青木・岡田

協議事項（藤田会長/相川書記）

■議題：例会出席率年次報告の件▶提出します。出席率の年度集
計は、5月から4月までになります。
（今期99％）
■議題：富士山部 役員会・評議会・次期クラブ役員研修会への交通
手段について▶役員会から：藤田会長・鈴木主査 評議会から：
日吉・相川 次期役員研修会から：青木・石川・大村
■議題：東日本区大会リハーサル 5/12 9:00～12:00（昼食あ
り、参加費無料）プラサヴェルデ3FコンベンションホールB会場
入口集合13:00～17:00まで、コンベンションホールAにて晩餐
会関連の事前打ち合わせ（興味がある人のみ） 5/7までに参加
者報告▶5名参加（AMのみ：石川・一日：光永・日吉・鈴木・長澤）
■議題：今期事業報告と次期事業計画書（案）提出について▶各委
員長（今期・次期とも）は事業報告書と、次期事業計画（案）、及び
委員会予算案を書記宛提出願います。書式は問いません。
■議題：次年度ロースターの件 回覧するので最終チェックお願
いします。次年度発注部数 東日本区15冊・西日本区1冊（発注
済み）▶メールにて回答のこと

40周年実行委員会（岡田委員長）

■報告：40周年記念誌の制作を順次進めていく・絵画コンクール
の件、掲載の承認を取っている（現在40名、残り11名）
・5/15の
例会時にメンバーの写真撮影を行います・メンバーの原稿企画
コメントの題材を決定する・挨拶原稿 藤田会長・栗本理事・森
YMCA理事長は済み。
（原稿未提出の方には、5/10を目処に再請
求します）
・6月の東日本区大会から遅くても7月初例会までに
配布予定

会計（青木会計）

■報告：5/15の例会までに委員会の仮決算報告をご提出くださ
い。

CS・BF委員会（岡田委員長）

■議題：街中だがしや楽校の件▶共催の申し込みは継続的に承認
する。

農園委員会（鈴木委員長）

三島ワイズメンズクラブ 2018年5月号ブリテン

<発行：会報・広報委員会（石川敏也・相川毅）>掲載内容に関することは
☎090-3566-6494（石川）まで、気軽にお問い合わせください。

在籍者

11名 メネット

1名 スマイル累計

出席者

10名 ゲスト

2名 プルタブ

出席率

91％ ビジター

メーキャップ

1名 総出席数

修正出席率 100％ スマイル

0名 プルタブ累計
13名 古切手
9,242円 古切手累計

180,482円
0g
3,459g
0g
866g

