2020年03月

○例会報告（鈴木）・農園だより（藤田）他
■メネット委員会
○2月はTOF例会準備と例会参加
○3月農園事業協力
○4月3日 第三回東日本区ワイズメネット委員会出席
→中止となりました。

第9回役員会議事録

日時 2020（令和2）年3月3日（火）
場所 大村 俊之様邸 三島市大宮町 2-13-6
出席者 石川会長・日吉B副会長/プロドラ・相川書記/会報広
報・岩田副書記/CS委員長・藤田会計/農園・光永DBC/親睦・
青木絵画 義務者計7名 大村YMCA連・大村M 計9名
／ 欠席 渡邉A副会長・岡田EMC
＜活動報告＞
■02/01(土) 2019-2020年度東日本区
Change!2022シンポジウム 青木 1名
■02/03(月) 農園：野菜見廻り 藤田委員長 1名
■02/04(火) 2月度役員会 10名
■02/07(金) 農園：大根・ブロッコリの収穫
藤田委員長1名・御殿場クラブ3名
■02/07(金) 宮澤県議会議員「新春のつどい」藤田 1名
農園：じゃがいもの件、打ち合わせ
■02/13(木) ペットボトルキャップ寄贈 藤田
徳倉小10,000個・北上中12,000個
■02/13(木) 御殿場クラブ例会 光永（卓話）
■02/16(日) 農園：大根収穫 鈴木 1名
■02/17(月) 農園：TOF例会用野菜収穫 藤田 1名
■02/18(火) 例会食事準備
日吉・福田・藤田・渡邉 4名
大村M・相川M
■02/18(火) 2月三島クラブTOF例会＠大村様邸
メンバー 11名（欠席：光永）
出席率92% メーキャップ1名 修正出席率100%
大村M・御殿場クラブ8名
SMILE22,000円
切手12g, プルタブ120g（大村）
■02/21(金) 農園：野菜見廻り 藤田委員長 1名
■02/23(日) 農園：白菜片付け 藤田委員長・日吉・渡邉
大根片付け 藤田委員長・御殿場3名
ブロッコリ収穫 藤田委員長・日吉
渡邉・御殿場クラブ3名
＜今後のスケジュール＞
■03/03(火) 3月度役員会
■03/05(木) CS：だがしや楽校 役員会
＠三島市民活動センター会議室
■04/03(金) 第三回東日本区ワイズメネット委員会
@日本YMCA同盟四谷 大村M
＜協議事項・報告事項＞
■会長・書記
○東日本区大会登録状況
大村・大村M・日吉・藤田・光永
○東日本区大会 2月例会時に取り纏め
○熱海YMCA名称変更の件
5/16通常総会
クラブ内取り纏め 3/17まで
■会計
○会費未納者は早めに会費の納入をお願いします。
○RBMの送金は完了済み・例会で集金。
■農園委員会
○じゃがいもの種イモ（用意済み）植え付け予定。
○キャベツの片付け
○ブロッコリの片付け
○宮澤先生の都合で実施日を決定
■IBC・DBC・親睦委員会
○誕生日・結婚記念日確認
○親睦会はコロナの件が落ち着いてから実施
■プログラム・ドライバー委員会
○3月例会中止を決定
■会報・広報委員会

例会、役員会共に中止となってすでに3ヶ月が経ちま
した。今までのワイズ歴の中でこれほどの期間、皆さま
と顔を合わせずに来たことがなかったので寂しいやら
ホッとするやら(笑)。皆さまも同様に感じられていると
思いますが、いかがでしょうか？
緊急事態宣言が解除され、朝の通勤渋滞も徐々に復
活してきたと感じる今日この頃、逆にいつもの半分の時
間で会社に着いていた頃の快適さを悔んだりする自分が
います。首都圏では一時でも通勤ラッシュ地獄からの解
放を経験した人の出社拒否が増えているともいわれ、何
となく気持ちは分からないでもないなと思ってしまいま
す。今回のコロナの登場で、今までの社会活動の一部に
ついて理不尽さ、非合理性が若干でも浮き彫りにされて
しまったようです。日本に比べ個人の権利が重んじられ
る欧米諸国ではいち早くコロナ後の社会の在り方を模索
し始めています。その動きは、とかく個人にばかり責任
を押し付けて解決してきた日本社会でも、平成以降の若
者を中心に新たな社会規範の確立を望んでいるように感
じます。
YMCAは、常にそのような新しい世代と関わり新しい
活動を探し求めてきたと言えますが、そのYMCAを支援
する立場のワイズについてはどうでしょう？しっかり
と、そういった若者の後押しができているでしょうか？
ワイズのメンバーは世代的にも、コロナ前の社会を懐か
しみ、その再現を夢見る、基本的にあまり変化を望まな
い人たちが多いように感じられます。老後の安泰を願
い、貯えのある者はそれを守り、無い者は日々の暮らし
に追われ、のちの新しい社会構築に必要不可欠な若者に
はYMCAに任せっきりで目もくれない。これがワイズの
現状のように思えて仕方ありません。
今回のコロナをきっかけに、本来のワイズの在り方、
YMCAを支援する団体とは何かを今一度考え、初心に
却ってYMCAの活動を支援していくことこそコロナ後の
ワイズがしなくてはならない活動だと思いますがいかが
でしょうか？当面の間、ほとんどの活動が自粛を余儀な
くされる今だからこそ、そんな疑問をみんなで語り合っ
ていきたいものです。
ふと、そんな風に考えてしまいました
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No.510
2020
3･4･5
合併号

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

アフターコロナに向けたワイズ活動とは？
会長 石川 敏也

1名 総出席者数

Y’s Men’s Club of MISHIMA

例会日：毎月第三火曜日 18:30-20:30 三島ワイズメンズクラブ CHARTERED OCTOBER 7.1977
例会場：松韻 静岡県三島市中田町1-16 TEL.055-973-2678 http://www.showin.jp/

■絵画コンクール実行委員会
○引き継ぎ、次期準備開始（教育委員会・校長会等）

メーキャップ
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134,302円

12g
1,492g

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

今月の言葉：信ずる者は慌てることはない（イザヤ書28章16節）

2月例会報告

令和2年3・4・5月

03/18 青木ﾒﾈｯﾄ
04/09 相川ﾒﾈｯﾄ
04/25 岡田Ys

2月はTOF例会です。いつも場所をご提
供いただいている大村様宅にて、午後
から女性メンバー・メネットでTOFに
ふさわしい料理を準備していただき、
準備完了。御殿場から8名のメンバー
と大村メネットにご参加をいただき20
名の仲間たちと和やかに例会を実施し
ました。食事をしっかりできる事、そ
して仲間たちの楽しい笑顔、例会終了
後の片付けも皆様の協力で順次滞りな
く終えることができました。（大村メ
ネットにはいつも準備・片付け含めご
迷惑をおかけしております。ありがと
うございました。）

強調月間
3月BF･ﾒﾈｯﾄ
4月LT
5月EF/JFE

誕生日・結婚記念日

03/11
04/24
04/29
05/11
05/15

岡田夫妻
鈴木夫妻
青木夫妻
大村夫妻
渡邉夫妻

連絡事項：
★6月例会は中止です。総会は書面決議にて行う予定
★7月役員会は4役＋ZOOMでのリモート参加可能のメンバーで開催予定
★7月の合同例会は中止の予定。三島単独での開催は会場次第で検討
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近況雑感

近況報告・思っていることなど

〜新型コロナウイルスに因るＹＳメンズンズクラブ緒事業中止に思う〜
日吉和代

皆様お久しぶりです。世の中全世界がコロナウイルスで大さわぎで
す。テレビもコロナ、昔の再放送、テレビ電話での映像。私はコタ
ツの前でテレビ、マスク作りに専念しています。外に出る事が少な
くなった今、自分の体調維持にコロナにかからないうつさないを
モットーに生活しています。これからのワイズどうなるんでしょ
う？3蜜を去けるには集合、例会は無理。いかにこれからのワイズの
あり方を考えていかなければ・・・。でも集まらず何が出来るんで
しょうか？次期のワイズ船頭がガタガタ、皆様の力をかりなければ
船出出来ない状態です。皆様の御協力よろしくお願いします。事業
計画色々計画立案しても、コロナの為実行できない事多々有ると思
います。コロナと共存し無理なくできる事だけ実行していければと
思っています。

大村俊之
ワイズにとって年度事業の中で最大と位置づけられている東日
本区大会（十勝大会）の中止は、ワイズメン（自称ワイきち）
の一人として何と表現したらよいか戸惑うばかりです。私がワ
イズメンズクラブ活動に参加して５０有余年間で初めての事態
ですから、大会中止を決断された十勝の方々の気持ちを察する
と唯々胸が痛みます。
私は後期高齢者の仲間入りをして5年経て80歳を超えたうえ脳
出血後、飛行機利用はドクターストップ。そこで今回、往路は
陸路新幹線・特急を乗り継ぎ札幌で2泊（外孫に北大キャンバ
スでオリンピックのマラソン予定コースなどを案内してもら
い、ゼミの様子を話題にワインを楽しむ約束も）してから十勝
へ。大会参加後復路は苫小牧からフェリーで海路大洗へ、水
戸からは陸路三島に帰着の全ての手配を完了したところでし
た。しかしながら大会中止の通知により即刻キャンセル手続
きをする羽目となり「残念無念」。来年があるというけれど
寿命が持つかどうかと危惧しますが、新たな健康維持の目標

新型コロナウイルス終息に願いを込めて……
渡邉

近子

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が全国に発令されてか

が産まれたと前向きに捉えることにして再び気力がわいてき
たところです。（2020.5.14記）

ら、外出だけでなくどの行事も自粛されワイズメンズクラブの行
事等も中止になり本当に厳しい状況になっています。三島クラブ
の例会も2月のＴＯＦ例会まででストップしてます。先が見えな
いことの不安がつのり、ストレスも溜まります。早く皆さんと再
会したいです。私ごとですが、息子の焼肉店も大変です。4月の
売上は、前年同月にくらべて70％減です。他の飲食店も厳しい状
況であることは十分確信しております。現在も、営業しておりま
すがなかなか客足も伸びませんが、テイクアウトやお弁当でがん
ばっております。皆さんのご協力をお願いします。
こんな状況下、明るい話題もあります。長男夫婦に第2子(女の
子)が5月14日に誕生しました。5人目の孫です。これからは、
もっと大変になるかと思います。
三島クラブの皆さんにもご迷惑をおかけ致しますができる限りご
協力できるようがんばります。
皆様におかれましても大変な状況だと思いますが、がんばって
乗り越えて行きましょう。３９都道府県が緊急事態宣言が解除に
なりましたが今後、経済が少しでも活性化を取り戻して、そして
早くコロナウィルスが終息することを願うばかりです。

近況報告・今は畑です
青木利治
新型コロナウイルスが３月に入って
岩手県を除いて日本中に蔓延し始めた
頃に私も風邪をひいてしまい、コロナ
でないかと一時は家族に心配をかけま
した。
お陰様でたいしたことなく治りまし
た。今は自粛で、ほとんど出かける事はできませんので、畑に
行き農作業で体を動かしています。ただ、持病の喘息があるた
め無理しないでやっています。そこで、エシカファーム(障がい
のある方のサポート団体)の人達に助けてもらっています。
今、畑では空豆が大きくなって、収穫時期でき、エシカのみな
さんと一緒に取って、塩ゆでと天ぷらで食べました。4月から
5月にかけて比較的にお天気に恵まれ気持ち良い汗をかいて気
楽に畑の作業をやっています。また、近所の農家の方々に声を
かけていただたり野菜の作り方を教えてもらったり野菜をいた
だいたりしております。最近、近くの耕作放棄地を開墾してい
る３０代位の若者がいます。彼は無農薬の野菜を作りたいと話
しています。頼もしい限りで、頑張ってもらいたいと願ってお
ります。このように、畑でも結構楽しいです。畑の近くには松
毛川(灰塚川)がありましてグラウンドワーク三島が中心になっ
て自然環境再生整備を行っています。キジ・ノスリ・サギなど
の野鳥がたくさんおりまして、自然が豊かな場所でもありま
す。私の畑からとった風景と富士山と森の写真を載せます。
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第9回

農園だより

農園委員長 藤田小夜子
2月度役員会の前日、ＴＯＦ例会の手作り食事に使用可
能の野菜が有れば報告出来るかと、農園の見回りにゆ
く。
暖冬のこの冬、丸々と太った大根、収穫し終えた白菜
とキャベツの株から新芽が大きく成長していた。ブロッ
コリはというと脇芽が摘んでくれとばかりに沢山にこに
こと顔を出していた。
２/４（火）役員会にて農園の様子を報告して、メン
バーは自分都合で収穫をお願いする。２/16（日）鈴木
収穫。2/17(月)TOF例会使用の野菜収穫 藤田。翌２/
18（火）TOF例会に御殿場クラブから８名の参加が有
り、久しぶりに華やかで賑やかな例会になり、その席に
農園野菜も少し花を添えた。そして御殿場クラブのメン
バーに23（日）に農園野菜の収穫をお願いした。
２/21（金）見回り 藤田。
２/23（日）3連休の中日の為か縦貫道が混み農園に着
いた時、声掛けをしてあった日吉、渡邉両ワイズが収穫
を初めて居てくれた。その後、白菜の芽を摘み、終わっ
たところで、３人で白菜の全てを抜いて片付けをした。
（これは次に予定をしているジャガイモの畝を作る為の
前段階の作業として）二人とも時間が来て帰られた。あ
りがとう！お疲れ様でした。
御殿場クラブのメンバーの到着で、ブロッコリを収穫
して頂き、キャベツの成長した芽を収穫して頂き、大き
な大根を少し持ち帰って頂き、最後に私が抜き取って置
いた大根全てを農園の土手まで運んで頂いたのには本当
に感謝以外言葉が出ません。（このまま、大根を放置し
ていても大きくなるばかりで、食する事も難しくなる
し、最終的に片つけるのも大変になるからと、涙を呑ん
で片づけることにした・・・）
御殿場クラブの杉山さん、前原さん、渡邉さん.お疲れ
様でした。有難うございました。感謝です。
そんな訳で、今の農園には、ブロッコリとキャベツの
芽の成長したものが有ります。この次のジャガイモの種
イモ植え付けの時がブロッコリの収穫最後かと思ってい
ます。
宮沢先生頼りのジャガイモ植え付けの時はメンバーの
皆さんの協力を是非お願い致します。

第10回農園だより
農園委員長 藤田小夜子
新型コロナウイルス感染の影響が聞こえて来ない前の
最後の農園作業のジャガイモの植え付けとブロッコリ
の収穫を3/15（日）に行った。
参加者は 岩田副委員長、大村、鈴木、福田、渡邉、
藤田、鈴木Ⅿ、大村孫メット2名が三島クラブから。
今回も御殿場クラブのメンバーの稲葉、前原、芹沢ワ
イズの3名が参加して下さり、久しぶりに大勢でワイワ
イと賑やかに作業ができたことは大変うれしかった。
ジャガイモの植え付けは2年ぶりで、宮沢先生が降雨前
日に、たい肥を撒いて下って有り大変助かりました。
黒マルチを張り、穴をあけジャガイモを切る人植える
人夫々楽しみながら作業に励んで頂いた。
取り分け、岩田副委員長、大村孫メットのお二人の働き
ぶりは、さすが、若さ！大いに感動致しました。
皆さん お疲れ様でした。これでしばらくは6月末位ま
での収穫まではひと段落かとホッとする。
ジャガイモの収穫時には 大きなジャガイモがころ
ころとにこにこしてメンバ―の皆を迎えて呉れることを
期待しています。
３/22（日）農園見回り（除草剤散布の結果）藤田
５/８（金）農園見回り ジャガイモの生育状況と
キャベツ、ブロッコリの除草剤散布後の後始末について
5/13（水）宮沢先生に今期後期の種苗、肥料、農薬
等々の支払いがてら、再度、除草剤散布後の後始末に
ついて伺うも、先日メールでお知らせした様にこのまま
で良いとの事でした。
以上3月、4月、5月の
報告です。

信頼と笑顔で
相川 毅
まさか、こんな事があるとは。生きてきた時代の違いもあり、今以上に苦労の多い時もあったとは思いますが。
日本という国家の強さと弱さ、自分たちの意思、いろいろな思惑が重なり合って、つい数ヶ月前には想像もできなかった現状がここに
あるという感じです。ワイズ活動も含め、色々な行事や、会議等が中止となり、観光地は壊滅的なダメージを受け、飲食店や深夜営業の
お店など、先が見えない不安の中、それぞれが考えられる工夫をし、なんとかこの困難を乗り越えようとしています。国も、政治も、
公共も民間も、自分たちができる精一杯な事をやっていると信じて、疑念や、不信感ではなく、思いやりや、優しさ、信頼で、何度も苦
難を乗り越えてきた日本という国に生きている幸せを感じながら、笑顔で前に進んでいきたいと思います。
今は正直、ワイズの事を考えたりという状況にありません。熱海に本拠を構える私たちの会社は、建設業でありながら、実際のお客
様ほとんどが箱根も含め観光関連です。すなわち、市も、観光業も、商店も、飲食業も、リネンや乾物屋さんも、水産業も、タオル屋さ
んも、そして建設業も、観光依存度が異常に高いことがよくわかった今回の武漢ウィルス騒動となりました。それでも、私たちには前
向きな気持ちや、人を幸せにする笑顔、困難に立ち向かうパワーがあります。そして大切な仲間たちがいます。日本中みんなが笑顔で再
会できる日を心待ちにしております。最後に一言。「ももクロちゃんに会いてぇー！！、ライブ行きてぇー！！」ということで、また。
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