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

THE SERVICE CLUB OF THE Y.M.C.A. AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUB

Y’S MEN'S CLUBS OF MISHIMA
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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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近子

「すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます。」マタイの福音書 11章28節

2015年8月

Record of July.
■日
在籍者

14名

■場
出席者

12名

出席率

86%

メーキャップ

2名

修正出席率

100%

ゲスト

1名

ビジター

0名

メネット

0名

コメット

0名

総出席者数

13名

スマイル

8,193

スマイル累計

8,193

Happy Birthday
なし



HappyAnniversary
なし



■受
【第一部】

三島クラブ例会プログラム

時 ：2015年8月9日(日)
：13:30集合・散策 14:30〜例会・懇親会
所 ：景ケ島バーベキュー
：裾野市御宿481-4 055-992-1455
付 ：相川
毅Yʼs

■司
会
■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
■感謝状盾贈呈
■誕生日・結婚記念日
■書記報告
■委員会報告
■閉会挨拶
■閉会点鐘
【第二部】納涼懇親会
■司
会
■食前の感謝
■乾
杯

【7月沼津・三島・御殿場クラブ合同例会報告】
青木 利治

三島クラブ会長

長澤

禎文

例年7月は、三
島・沼津・御殿場ク
ラブの合同例会であ
ります。
今年は、沼津クラ
ブが主催で愛鷹の

：青木 利治Yʼs
：長澤 禎文会長
：大村 俊之Yʼs
：一同
：小野 和昭Y's
：長澤 禎文会長
：長澤 禎文会長
：長澤 禎文会長
：青木 利治Yʼs
：石川 敏也書記
：各担当委員会より
：藤田小夜子Y's
：長澤 禎文会長

ニ ュー ウ エ ル サ ン ピ

いよいよ会長としての年度がスタートしました。
ワイズに入会し、この時期を経験するのは3回目ですが、極力他クラブの初例

ア沼津で開催されま

会には訪問して応援するという主旨がようやく理解できるようになりました。そ

した。

の中で私が参加できたのは下田クラブ、熱海グローリークラブ、富士クラブ・富

まず、三島の長澤会長、沼津の大村会長、御殿場の杉山会長
の3人による点鐘によって始まりました。
長澤会長は、大変張り切って一寸長めの会長挨拶でしたが、
彼のボランティアに対する真面目な考えかたが伝わりました。
初例会は、富士山部長の公式訪問があります。久保田部長は、
富士山部のメンバーが前期10名の減少があったとの報告があり、

士宮クラブ合同の３例会だけで、他の例会で代行していただいた副会長の岡田ワ
イズほかの皆様には本当に感謝いたします。ありがとうございました。
さて、経験の浅い私が今季をどう運営していくかは幾度となく考えてきました
が、自クラブの合同例会に続き訪問した初例会の雰囲気を見るにつけ、やはり参
加人数の多い行事には華があることにあらためて感じるものがありました。会員
減少・高齢化・社会環境の狭苦しさ等々の問題を突き詰めていくと、今抱えてい
るストレスの解決の糸口は、もしかしたら合同開催にしてでも行事参加者数を増
やす事にあるかもしれないと思い至りました。以前は合同で大きな行事を行って

今期それを挽回するよう各クラブが2名以上入会するよう話があ

いたという話は先輩メンバーからよくお聞きしますが、今実現可能な事として全

りました。

体の行事数の精査や恒例化できる行事の企画など、近隣クラブと合同で協議する

その後、岡田美喜子さんが三島市議会議員として挨拶があり
ました。

ことが組織再生の近道のようにも思いました。これには多方面の調整は当然必要
になってきますが、賑やかで、かつ人脈が広がるなどの人生経験を豊かにする要
素が多く用意されている集まりには、お招きしたゲストの目にも魅力的に映るの

例会では、残念ながら入会式はありませんでしたが転入式が
行われ、御殿場クラブに堀内東山荘所長が転入しました。

：藤田小夜子Yʼs・松田
：日吉 和代Yʼs
：長澤 禎文会長

健清Yʼs

今日は、富士山部の各クラブから大勢のメンバーが出席して
くれまして3クラブを加えて85名の出席者になりました。
この例会に長澤会長の紹介により、中村浩子さんがゲストと

■会食・懇親会
：みんな一言・楽しく自分を語ろう
■出席率･スマイル報告 ：プロ・ドラ委員会
■終了の挨拶
：日吉 和代Yʼs

して出席してくれました。彼女は、渡邉近子さんと知り合いであっ

※例会報告担当：小野和昭Yʼs

歌うために東京からわざわざ来てくれました。小川ワイズは、東

たことが判り驚きました。中村浩子さんが是非三島クラブに入会
することを希望します。
本日の卓話者は、東京世田谷クラブの小川圭一ワイズで歌を

Emphasize Month

【初例会に参加して】

ではないでしょうか。
一年は短いです。一歩一歩足場を踏みしめて未来に向けて歩んで行きましょ
う。

【初例会に参加して】
高木

日本大震災の被災者への支援活動として「歌声喫茶」の形式で募

CCSS
CCoommmmuunniittyySSeerrvviiccee..


地域社会・隣人奉仕活動
大は地球社会、小は地域社会の
隣人への奉仕活動で、各クラブ
は区・部のCCSS活動に参加する
と共に関係YYMMCCAAの求めに応
える奉仕の実践活動でもある

金活動を続けているそうです。今日は、小川ワイズの音頭で「リ
ンゴの歌」「手のひらに太
陽を」「月の砂漠」「みか
んの花咲く丘」などの懐か

美香

7月15日 下田クラブ初例会に長澤ワイズ会長と共に参加いたしました。今回、
私は下田クラブ初例会に初参加させて頂きましたが、7月14日に行なった沼津・
御殿場・三島3クラブ合同例会に参加したワイズのメンバーにもお会いし、親睦
を更に深めることができて大変嬉しく思いました。
下田クラブの初例会の開催場所の下田東急ホテルは眼下に下田の海が見え大

しい歌を歌いました。私達

変景色の良いところで美味しい創作料理にも大変感激いたしました。更に、普段

も昔を思い出しながら一緒

お会いすることの少ない下田クラブのメンバーの皆様とも暖かく交流をさせて頂

に歌うことができました。

き、思い出に残る初例会でした。また、当月私は誕生月でしたので下田ワイズメ
ンバーの皆様よりお誕生祝いを頂きとてもありがたい思いで一杯になりました。
今回このような会に参加させて頂き改めて今後も様々な活動を通し、下田ク
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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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<CS・BF>

Officers meeting Report.

に参加、前年同様「針やま」「てるてる坊主」

長澤会長・岡田副会長・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・相川会報委員長・
高木農園委員長
（出席義務者

・07/10 8:00〜社会を明るくする運動ふれあいスポーツ交流大会
長澤会長

1名

・07/12 第一回富士山部役員会・評議会
役員会

暖香園ボウル

14:30〜評議会

初例会

ﾙ･ｵｰﾙ

登録費1,000円

長澤会長・岡田副会長・石川書記
・07/13 伊東クラブ

計3名

計3名

メンバー9計名

藤田・日吉・高木

計3名

大村メ・白川様・宮澤様

・07/22 熱海グローリークラブ

初例会

熱海後楽園ホテル

長澤・石川・鈴木・日吉・藤田・相川
・07/27 熱海クラブ

初例会

計6名

熱海後楽園ホテル

青木・相川・石川・藤田・日吉
・07/28 富士・富士宮クラブ合同初例会
長澤会長・鈴木・石川

パテオン

本町タワー4階
計2名

・07/31〜08/02
2015アジア地域大会

ウェスティン都ホテル京都

鈴木 1名
・08/01 みしまびとプロジェクト

みしまプラザホテル

1名

・08/04 第二回役員会

19:00〜

・08/05 納涼例会事前打ち合わせ（親睦委員会）
・08/09 納涼例会
・08/11 街中だがしや楽校の準備（CS委員会）
19:00〜

長澤・青木・岡田・日吉・藤田・石川
・08/22 街中だがしや楽校
15:00〜

6名参加予定

テント張り等準備

三島大社

・08/23 街中だがしや楽校 8:00〜準備
・09/06 東山荘奉仕作業

10:00〜

日本YMCA東山荘本館前

三島大社

東レ体育館

【協議事項】
＜会長・書記＞
・例会場アモール・エテルノ・リオの状況確認について
予定通り例会場として使用を継続する
・東山荘100年募金について
9月例会書記報告の時間にメンバー全員で検討する
＜会計＞
・会費納入状況…問題なし

7月31日〜8月2日迄、京都ウェスティン都ホテルで開催され
た。岡野アジア会長のもと、ユースを含め962名のワイズメンが京
都に集まった。富士山部からは、熱海15名、沼津5名、熱海G10名、
三島1名、伊東1名、富士3名、御殿場2名の参加でした。仕事の関
係で31日のセレモニーには出席出来なかったが、他のプログラム
には富士山部各、クラブメンバーと一緒に行動をいたしました。食
リータイムでは、竹内さん、長谷川さんと一緒にホテルから歩いて
20分の平安神宮まえ、京都市立美術館を見学いたしました。

美

術館前では、沼津クラブ小林さんご夫妻と出会い驚きました。今
回の大会は、私が過去に参加したアジア大会、国際大会よりも運
営・おもてなし、全ての面が良かったのではと個人的に思っており
ます。毎晩DBC締結の京都クラブの皆さんにはお世話になりまし
た。感謝しております。

夏の京都毎日の温度が38度と驚くよう

な気温でしたが無事楽しんできました。

『みしまびとプロジェクト』制作発表会に参加しました
会長

【プログラム・ドライバー委員会】
例会を欠席したメンバーにメーキヤップのお願いをしたいと思います。また、他クラ
ブ訪問を勧めたいと考えております。毎年７月の初例会には、皆さん協力していただき
まして富士山部各クラブに出席してもらっています。しかし、それ以外は、一部のメン
バーを除いて他クラブは殆どしていません。
初例会以外に普段行っている他クラブの例会を見学するのも見聞を広めることができ
て、ワイズが楽しくなると思います。今期、２クラブ訪問してみたいと思いますので、
三島クラブのメンバーにも声をかけてみたいです。
【親睦委員会】
先ず、クラブの皆様に連日の猛暑の中の納涼例会が早い日時にさせて戴いたことをお
詫びいたします。
８月というと三島クラブの例会日は夏祭りに当たり、次週は「だがしや楽校」その次
は月末ということで、親睦委員会で早い８月９日(日）に持ってこようと決めさせて頂
きました。
場所も少々遠くて御不便をお掛けするかと思いますが、たまには、隣町(市？）の 景
が島周辺の散策もしてみてもよいのでは・・・なんて企画をしてみました。
暑い中、日頃の活動、仕事から離れて大いに楽しんで頂けたらよいのですが。

9:00〜

・09/12 第9回アローズカップ大会への協賛
8:00開場

CS委員会開催 針刺し講習＠岡田ワイズ事務所
街中だがしや楽校
東山荘奉仕作業 日本YMCA東山荘本館前 9:00-12:00
第9回「アローズカップ大会」協賛 東レ体育館 8:00〜

長澤

禎文

援団体としてお招きいただき参加してまいりました。
8月20日にクランクインする映画のタイトルは『惑う

〜After

The Rain〜』。
映画づくりよりも地域づくりこそ本当の目的であり、その先に
はこの映画を手掛ける制作会社FireWorksが持つ過去の映画づくり
で得たネットワークに三島をつなぎ、全国発信するという壮大な
企みがあるようです。そして、『惑う』というタイトルには深い深

9名出席

【今後のスケジュール】

岡田ワイズ事務所

・08/11
・08/23
・09/06
・09/12

忠雄

去る8月1日土曜日、みしまびとプロジェクトの制作発表会に後

計3名

長澤会長・岡田副会長

長澤会長

7月20日(月)祝日 朝8時半から三島ワイズメンズクラブ農園におい
て人参の種まきを行いました。
いつも農園管理に多大なご協力を頂いております宮沢正美様のご指
導の元、早朝集合と同時に、トラクターや耕運機による土の整地や、
堆肥・石灰撒き、人参の種まき等を行いました。
今回は、天候にも恵まれ、ほどよい曇り空の中で作業できましたの
で体調不良者もなく、無事に作業をとり行なうことができました。ま
た、作業終了後に宮沢様の農園のジャガイモ掘りなども体験させてい
ただくというサプライズもあり、参加者一同有意義な時間を過ごすこ
とができて大変嬉しい一日でした。
次回の農園活動も力を合わせて楽しく取り組めるように頑張ってい
きたいと思います。メンバーの皆様、是非次回もご協力のほどよろし

Event News.

鈴木

From Committee

計5名

・07/30 街中だがしや楽校実行委員会
19:00〜

し、伊東の周年事業に重ならないように注意。

人参の種まき

長澤・高木・藤田・日吉・青木・大村・渡邉・鈴木
松田

【農園委員会】

い。

第26回アジア地域大会に参加して

事のテーブルは、熱海Gクラブさんと一緒で、又、8月1日午後のフ

交流は11月後半伊豆・箱根に来訪の希望有り、調整中。ただ

・9月下旬に白菜・大根・キャベツ・ブロッコリーの苗植え予定。白菜・大根は昨年より少量とした

計2名

☆街中だがしや楽校のスケジュールをお知らせします。
8月11日(火)19時に岡田事務所にて準備。
8月22日(土)15時に三島大社にて会場設営。
8月23日(日)8時に三島大社の会場にて準備開始
10時イベント開始。
☆東レアローズカップ大会をお知らせします。
9月12日(土)東レ体育館に8時集合。
例年どおり子供達にジュースなどの飲み物を提供します。

・京都部部会については、交流は無しの部会出席のみとする。

＜農園委員会＞

初例会下田東急ホテル

・07/20 8:30〜農園作業

加藤秀郷様

・例会が前倒しのため、原稿お願いします。

出席率等は、別掲

・07/19 納涼例会開催場所の下見

静岡恵明学園自動部園長

＜IBC・DBC＞

＜会報・広報＞

ニューウェルサンピア沼津

長澤会長・高木

・9月卓話

・誕生日／結婚記念日は8月なし

・07/14 沼津・三島・御殿場合3クラブ合同例会

・07/15 下田クラブ

・7月合同例会に会長推薦者（中村様）出席

＜親睦＞

暖香園ボウル

青木・小野・岡田

岡田ワイズ事務所

＜プログラム・ドライバー＞

【報告事項】

13:00〜

8/11予行演習
＜EMC・YMCA＞

・旧メンバー野田夫妻に交渉中

9名・出席者9名）

長伏グラウンドB

【CS･BF委員会】

・08/23 街中だがしや楽校2015静岡in三島大社・ゑびす参道

H27.8.4 8月度役員会報告
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い意味があり、家族愛の本質を問いかける物語を佐藤仁美さんと
中西美帆さんが演じる姉妹を中心に、戦後や昭和５０年代にこの
地域が経験した事柄をモチーフにして描かれるそうです。
私もボランティアスタッフとしてこのプロジェクトに関わってお
りますが、夏の撮影に向けた準備が佳境に入っております。

くお願いいたします。
☆参加者 長澤・青木・大村・渡邉・鈴木・松田・藤田・日吉・高
木・大村メネット・宮澤正美様・白川寛様

【IBC・DBC委員会】
今年11月1日（日）にDBCである京都クラブのホストで開催される京都部部会。三島
クラブとしては、部会の参加者数が少しでも多くなればとの思いから、京都部部会に参
加していただけるメンバーを募集ています。予定では11月1日（日）午前中に三島を出
発し部会に出席。1泊して翌日の2日（月）午前中に京都クラブとの交流を兼ねた京都
観光というスケジュールで企画中です。詳細は追ってご案内するとして、11月の京都は
ホテルもいっぱいとのこと。まずは参加者の人数確認をしたいと思います。つきまして
は委員会より、参加者一人当たり最低でも5,000円の補助をいたしますので、ご協力の
程よろしくお願いいたします。
また、IBCにつきましては来年の4月を目標に計画中です。随時状況を報告しますの
で、ぜひ参加のご検討をお願いいたします。

THE SERVICE CLUB OF THE Y.M.C.A. AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUB.

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

