2019年7月

第1回役員会議事録

日時 2019（令和元）年7月1日（月）
場所 居酒屋 遊庵 三島市本町12−8
出席者 石川会長・日吉B副会長・相川書記・岩田CS委員長・
藤田農園・岡田EMC・青木絵画・大村・鈴木 計9名
欠席 渡邉A副会長・長澤親睦・光永監事
＜活動報告＞
■東日本区大会05/30（金）-06/02（日）
06/01（土）開会式・東日本区アワーI
藤田会長・石川・岩田・大村・鈴木・光永・青木・日吉・渡
邉・大村M・鈴木M メンバー 8名・メネット2名 計10名
06/02（日）東日本区アワーII 藤田会長・石川・大村・光永・
鈴木・大村M・鈴木M メンバー5名・メネット2名 計7名
■新旧合同役員会 06/04（火）メンバー11名・メネット1
名 計12名 ＠大村様邸
■御殿場クラブ6月例会 06/13 藤田会長 1名
■絵画コンクール：委員会 06/14（金）藤田会長・青木委
員長・渡邉・岩田 4名
■絵画コンクール：三島市教育委員会 06/14（金）藤田会
長・青木委員長 2名
■エコキャップ寄贈 06/17（月）藤田会長 1名
徳倉小学校（8,000個）・北上中学校（12,000個）
■三島クラブ6月度例会 06/18（火） ＠松韻
13名中12名出席（欠席：長澤Ys）メネット 大村M
ゲスト 福田淑子様・石井真澄様
ビジター 前原末子Ys, 杉山博恵Ys
全出席者数 17名・出席率92%・メーキャップ無し 修正出
席率92%・SMILE 24,500円
■親睦会 06/18（火） ＠まねきねこ
藤田会長・大村・光永・日吉・渡邉・青木・相川 7名
■絵画コンクール 06/20（木） 三島市内全小学校へ絵画
コンクール出展依頼 藤田会長・青木委員長 2名
■CS：だがしや楽校全体会 ＠市民活動センター岡田・岩
田 2名
■会員打ち合わせ 06/26（木） 藤田会長・大村・渡邉・
大隅 計4名
■会計：引き継ぎ 06/27（木）藤田会長・青木会計・渡邉・
岩田 4名
■CS：だがしや楽校 06/28（金） チラシ仕分け作業＠市
民活動センター 岡田・岩田 2名
＜今後のスケジュール＞
■07/01（月） CS：社会を明るくする運動街頭宣伝 17:00〜
■07/01（月）第一回役員会・親睦会＠遊庵 18:30〜
■07/04（木）YMCA会合 熱海YMCA会館 大村
■07/06（土）CS：社会を明るくする運動 ポスター表彰式
＠三島市社会福祉協議会 13:30〜 藤田直前会長
■07/07（日）CS：恵明学園七夕まつり ボランティア
岩田委員長・藤田・青木・岡田・日吉
■07/09（火）CS：社会を明るくする運動 ふれあいスポー
ツ交流大会＠長伏グラウンドC 8:00〜 藤田直前会長
■07/16（火）沼津・三島・御殿場3クラブ合同例会@松韻
■07/18（木）〜21（日）第28回アジア太平洋地域大会＠仙
台 藤田・青木・光永・岩田 4名
■07/25（木）CS：だがしや楽校全体会＠市民活動セン 在籍者
ター 岩田委員長・岡田 2名
出席者
■07/27（土）第一回富士山部役員会・評議会＠道の駅
開国下田みなと 4F会議室No.3（下田市外ケ岡1-1）
出席率
役員会：石川会長・青木事業主査

評議会：石川会長・青木事業主査・日吉副会長・藤田会計4
名（相川書記委任状提出・渡邉欠席）
■富士山部初例会予定（メネット含む）
07/08（火）伊東・下田合同 9名
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会長：石川 敏也｜副会長： A 渡邉 近子 ,B 日吉 和代｜書記 相川 毅｜会計 藤田 小夜子
主題：
国際会長「よりよい明日のために今日を築く」JenniferJones
アジア・太平洋地域会長 「アクション」
田中博之

東日本区理事
「勇気ある変革、愛ある行動!!」山田敏明
富士山部長
「共に歩もう、素晴らしきワイズ」長田俊児
三島クラブ会長 「ワイズたるを知る」
石川敏也

強調月間
キックオフ
YMCAサービス
ASF・RBM

今月の言葉：それで、何事でも、 自分にしてもらいたいことは、 ほかの人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です
（マタイ７章１２節）
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■福田淑子様入会の件→7月入会にて承認
■大隅京子Ys退会の件→6月30日退会で承認
■三島クラブ会則一部変更の件→承認
第4条 本会の主たる事務所は会長宅に置く
附則 この会則は2018年7月1日から施行するを追記
□富士山部第一回役員会評議会について出席者4名・欠席2名
（委任状1名）
□京都クラブ高市早苗Ys逝去に伴い、弔電を送付。06/23
■会計：前期最終決算及び予算案について→承認
最終決算及び予算については事業計画書に添付
□会計：会費振込口座については作成次第メール等にて伝達
■08/25（日）だがしや楽校出店内容検討→親睦会にて打ち
合わせ
■すこやかふれあいまつりの件→実行委員長は岡田Ys、参加
で申請、対応は岩田委員長
□農園：宮澤氏に暑中見舞い、今後の予定の確認を行います
□6月例会インビテーション 福田淑子様（藤田）・石井真澄
（大村）、例会後福田様入会意思表明
□DBC：京都クラブよりDBC時期を早めに検討したい
■親睦：納涼例会実施について検討→継続検討
・従来のように移動例会とする。8月上旬？
・街中だがしや楽校での制作物準備等と異動例会のジョイ
ントが可能か検討
■プロドラ：合同例会プログラム検討→承認
□会報：ブリテン原稿依頼
□メネット：06/01 東日本区メネットアワー出席（大村M・
大村）・06/02-03 東日本区大会出席（大村M・鈴木M）06/14
第四回ワイズメネット委員会（大村M） ／ 今後 07/06第
一回ワイズメネット委員会＠四谷YMCA同盟（大村M）
□絵画：09/22(日)審査＠三島市社会福祉会館
10/26(土)表彰式@三島市社会福祉会館

メーキャップ
修正出席率
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13名 メネット

1名 スマイル累計

12名 ゲスト

2名 プルタブ

92% ビジター

2名 プルタブ累計

0名 総出席者数
92% スマイル

17名 古切手
24,500円 古切手累計

171,420円
0g
8,930g
0g
794g
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沼津・三島・御殿場3クラブ合同初例会

■日 時：2019年7月16日（火）18:30〜
■場 所：松韻
■受 付：藤田小夜子Yʼs／渡邉近子Yʼs
■司 会：三島クラブ 光永尚生Yʼs
■開会点鐘：3クラブ会長
■開会挨拶：三島クラブ 青木利治Yʼs
■ワイズソング斉唱：出席者一同
■ワイズの信条：三島クラブ 光永尚生Yʼs
■沼津クラブ会長 挨拶：菅沼 道子会長
■御殿場クラブ会長挨拶：高橋 啓子会長
■三島クラブ会長 挨拶：石川 敏也会長
■ゲスト・ビジター紹介：三島クラブ 石川敏也会長
■来賓挨拶：三島市長 豊岡武士様
■富士山部部長挨拶：富士山部長 長田俊児様
■入会式：三島クラブ1名・御殿場クラブ4名

所信表明

第43期会長

石川

■食前の感謝：沼津クラブ
■会食
■富士山部各クラブ会長挨拶：各クラブ会長
■誕生日・結婚記念日祝：3クラブ担当委員会
■出席率・スマイル報告：3クラブ担当委員会
■閉会の言葉：御殿場クラブ
■閉会点鐘：3クラブ会長

なし

なし

敏也

今でもほんの数年前のことのよ
うですが、第22期の大村会長の
時に入会して、すでに21年目と
なります。入会8年目の第30期に
初めて会長を仰せつかりまし
て、その時の緊張とほのかな高
揚感は今でも記憶に残っていま
す。あれから13年、退会するメ
ンバーも数多くあり、今や古株の
仲間入りともいえる立場ではありますが、今一度、会
仲間
仲
間 入り
入 り ともいえ
とも
と
も いえ
い える
る立
立
長を受けさせていただくこととなりました。第43期の
長
長を
受けさせ
受け
させて
て いた だ
ていただ
会長となります。三島クラブは前期6月に1名の退会が
会長とな
会長
となりま
ります
す 三島
あり12名となりましたが、本日の初例会で1名の入会、
プラスマイナスゼロの13名でのスタートとなります。
会長主題では、そこそこ満足して、おおらかな気持ち
でワイズ活動をなどとのたまっておりますが、いやい
や、とてもそのような状況ではありません。メンバー
数が少ないというのは、いろんなところで思わぬ弊害
が起こってしまうものです。役員の数と総メンバー数が
大して変わらないのですから、委員長をやったり副委
員長をやったり、一人二役、三役なども当たり前。

まぁ、風通しがいいという良さもあるにはあります
が、そこにはど うしても甘えやルーズさが生まれてし
まいます。そんな中、第41期〜42期と2期連続で会長
を務められた藤田ワイズには、本当にお世話になりま
した。何より会長が率先して活動に参加し、さらには
活動範囲を広げ三島クラブの認知度を上げるのにも多
大なる貢献をしていただきました。また、それら活動
によりメンバー数を増やすことも成し遂げました。と
ても私などには真似の出来ることではありません。だ
から今期はちょっと休憩です。
今期の三島クラブは既存の活動をベースに、大きな
事業は第2回となる子どもが描く「ふるさと三島」絵画
コンクール1本に絞って、おおらかにゆったりと会員増
強に注力していきたいと思っています。少ないメンバー
で行う事業って、ほんと大変で辛いですから。何はと
もあれ一人ずつ、焦らずメンバーを増やしていきたい
と思います。ぜひ皆様のご協力、お願いいたします。
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6月例会報告

社会を明るくする運動ポスター表彰
B副会長

渡邉近子

藤田会長年度最後の例会が、6月１８日（火）に
松韻にて定刻より10分遅れで開催しました。
今回は、ゲス トに福田淑子様と石井真澄様が、ビ
ジターとして御殿場クラブの前原末子ワイズと杉
山博恵ワイズに出席して頂きました。
当日は、定時総会があるため卓話はなしで、ゲス
ト、ビジター、メンバー等でゆっくり楽しくお
しゃべりをしながらおいしい食事を頂きました。
例会終了後、定時総会に移行し、藤田会長の議事
進行の元当年度の事業報告、
各委員会報告、決算見込ともすべて承認され 、次
期の事業計画及び予算案も原案通り可決承認され
ました。
その後、親睦委員会が主催で場所を一番町のカ
ラオケまねきねこへ移動しました。参加者が7名
と少人数でしたが、私も久しぶりに参加して楽し
いひと時を過ごさせていただきました。藤田会長
2年間、本当にありがとうございました。
次年度は、石川新会長の元、メンバーが一丸と
なり楽しい会にして行きましょう。

岩田

2年を振り返って
直前会長 藤田小夜子
先ずは、2017年〜2019年の2期に渡って支えて
頂いたスタッフ一同に感謝いたします。
41期の会長1期目,何も出来ず不慣れな私に降
りかかった最も大きな周年行事「40周年記念事
業」はメンバーの皆さんには前段階の準備委員会
から始まって、「子どもが描くふるさと三島」の
絵画コンクール並びに展示と三島市を代表とする
方々からの表彰式その後の記念誌発行まで長い時
間を費やして頂き本当にありがとうございまし
た。
その間にも全ての委員長さんの下、少ないメン
バーが一丸となって精力的に事業を全うして頂き
ました。
42期の2期目も同じ役を引き受けて頂き至らぬ
会長の私を指導し、支えて頂き共に頑張って下
さったことが、先日の東日本区大会での理事表彰
「優秀クラブ賞」をメンバー全員に送られたご褒
美と受け止めさせて頂きました。
メンバーの皆さん、本当に2年間ありがとうござ
いました

今期役員

所信表明
A副会長

守央

先日7月1日に
第69回社会を明
るくする運動の
街頭宣伝に参加
させて頂きまし
た。
まず三島市役
出発式を
出発
式を
を行い
行い。そ
そこに
こには
は、
、三
三島
島副
所で午後5時から出発式を行い。そこには、三島副
察署
察署長も
署長も参加
参加
加してまし
してまし
して
ました。
た。
市長や市議長・警察署長も参加してました。
主旨は
主旨
は 青少
青少年の
年の健全
健全育成
育成を目
を目
そもそも運動の主旨は、青少年の健全育成を目
的として年間を通して活動の始めが、街頭宣伝の
ようです。
出発式のあとそれぞれ三島駅・三島広小路駅・
三島田町駅とイトーヨーカドーに於て啓発グッズ
の配布と声掛けをしました。
三島クラブは、青木・鈴木・大村・藤田・岡田・
日吉・岩田で参加させて頂きました。

藤田小夜子

毎年7月1日か
ら7月31日が
「社会を明るく
する運動」
強 化 月 間 で す。
先日の7月1日は
メ ンバ ー と 他 団
体で市役所から広小路まで歩き、広小路駅周辺で
広小路
小路まで
まで歩き
き、広
広小
小路
路駅
駅周
周辺
辺で
で
街頭宣伝を行い、今日7月6日は、小中学校児童・
今日7月
今日
7月6日
6日は
は 小中
小中学校
学校児童
児童・
・
生徒のポスター表彰式が13時半から三島社会福祉
会館４階大会議室で開催されました。
石川会長が出張で出席が出来ず、代理で表彰させ
て頂きました。応募作品1,126点の中から三島ワ
イズメンズクラブ会長賞は、坂小学校6年の高木
一花さんの素晴らしい作
品で標語の「大丈夫！地
域の励まし心の支え」が
巧く表現できていまし
た。表彰式の様子のカメ
ラマンはCS岩田委員長で
した。

理事通信より抜粋

社会を明るくする運動街頭宣伝
CS委員長

直前会長・会計・農園委員長
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渡邉

近子

今期は、Ａ副会長を任されましたけど、家庭等
の事情により会長やメンバーにご迷惑をかけるこ
とがあるかと思いますが、協力できることはがん
ばります。
微力ながら副会長として、石川会長をサポート
して行きたいと思っております。一年間宜しくお
願い致します。
また、引き続き副プロドラ委員長として、日吉
プロドラ委員長をサポートして行きます。これか
らも会員の意見も取り入れ 、楽しく、有意義な例
会になるような事業も考えて行きたいと思ってお
ります。
書記・会報広報委員長 相川 毅
今期書記と会報広報を担当致します。書記につ
いては、役割としての重要度は十二分に理解をし
ているつもりですが、ついつい慣れと加齢による
物忘れが激しく、会長及び全てのメンバーの思い
に応えることが出来ないと思いますが、精一杯務
めていきたいと思います。また、会報広報につい
ては、ここ数年現石川会長が充実した内容を掲載
し、また、プロの腕前で見やすいブリテンでした

が、再び素人作成になってしまうことをお詫びし
ながら、来月からの特集を含め無理を承知で内容
勝負！との気概で頑張ります。ご意見お待ちして
おります。
直前会長・会計・農園委員長
藤田小夜子
会計といたしましては前年度からの「周年積立
金」と今期から「絵画コンクール委員会」の予算
額が増えましたので、皆様の協力を切にお願いい
たします。
農園委員会といたしますと畑と耕作野菜、作業
日時が決定次第、メール及びファクスで連絡致し
ますので、無理のない程度に参加をお願いいたし
ます。今期も農園野菜のファンドを頑張って楽し
いワイズ活動の為に役立てればと思っています。
＜所信表明を載せれなかった分は来月掲載します。＞

熱海YMCA7月理事運営委員会
YMCA運営委員 大村 俊之
21019年7月4日18:30〜熱海YMCAセンターに
於いて7月理事運営委員会が開催され 、各クラブ
選出理事運営委員とYMCA役員15名が出席し三島
クラブからは鈴木ワイズと大村が出席。各クラブ
の活動計画の報告に次いで、以下の議事の協議を
した
議題1.第8回同盟協議会の報告について
議題2.中学生英語スピーチコンテストについて
11月30日(土)起雲閣にて開催、予告を7月10日
東部地区中学校27校に送付、審査委員長土屋先
生、三井先生の提案により今年から原稿を事前提
出してもらい審査の正確をきすことにした。申込
締め切りは11月9日(土)、申込先は森重男、藤間孝
夫熱海YMCA理事(FAX 電話、メール)
次回は9月4日(木)18時〜委員会 18:30〜
20:15 バーベキュー懇親会（部長、部役員、会
長の参加を要請する）

絵画コンクールよりお知らせ
絵画コンクール委員長 青木利治
令和元年10月26日（土）三島市社会福祉会館
四階にて“子どもが描く「ふるさと三島」絵画コン
クール”の表彰式を開催することが決定しました。
三島クラブのメンバー全員の協力をお願いいた
します。
三島ワイズメンズクラブ
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