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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

「天の父は、悪い人にも良い人にも太陽を上らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせて下さる」マタイの福音書 5章45節

2015年9月

Record of August.

三島ワイズメンズクラブ例会

【8月三島クラブ納涼例会報告】

東山荘奉仕作業に

小野

鈴木

和昭

忠雄

来る9月6日に御殿場クラブ・沼津クラブ・三島
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Happy Birthday






HappyAnniversary

時 ：2015年9月15日(火)
：18時30分〜21時00分
所 ：アモール・エテルノ・リオ
付 ：青木 利治Yʼs
会 ：石川 敏也Yʼs

■開会点鐘
■開会挨拶
■ワイズソング
■ワイズの信条
■会長挨拶

：長澤 禎文会長
：日吉 和代Yʼs
：一同
：岡田 美喜子Y's
：長澤 禎文会長

■ゲストビジター紹介
■誕生日・結婚記念日
■食前の感謝
■卓
話

：長澤 禎文会長
：司会より
：大村 俊之Yʼs
：「社会的養護(ある児童養護施設の取り組み)」

■書記報告
■委員会報告

：
静岡恵明学園児童部園長
：石川 敏也書記
：各担当委員会より

8月は恒例の納涼例
会が実施された。連
日の猛暑の中、タイ
ムスケジュールは一
番暑い時間帯で、猛
暑例会になるのでは
と？
プログラムの第一部例会・第二部例会（親睦会）は、
同一会場で行われた。13時30分集合で、景ケ島渓谷の散
策、森に囲まれた奇景を観ながら、マイナスイオンで涼を
得て会場に戻った。渓谷の水量が少なかったのが、非常に
残念であった。

※例会報告担当：鈴木忠雄Yʼs



Emphasize Month
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どを行いました。御殿場クラブメンバーのメネット
が大勢参加してくれました。沼津クラブより4名の
参加、三島クラブから松田ワイズ・鈴木ワイズ2名
の参加です。
職員の方達も大勢の参加をされました。
朝9時より所長より作業の説明があり、各持ち場
に行く11時までに作業を終わらせて終了する。又
昼食は大変なごちそうであります。焼きそば・おに
ぎり・豚汁・メロン・スイカなどたくさん出て美味
しくいただきました。
9月ユース強調月間に寄せて
ユース事業主査

（理事通信より転載）

浅羽俊一郎様

京都で開かれたアジア地域ユースコンボケーションに集まっ

加藤秀郷様

■スマイル･出席率報告 ：プログラムドライバー委員会
■閉会挨拶
：松田 健清Y's
■閉会点鐘
：長澤 禎文会長

クラブ・東山荘の職員共に廻りの植木や草刈りな

た若者48名は「平和」を自分のたちの課題として持ち帰りまし
た。これからアクション・プランを行動に移していく、とのこ
とです。重いテーマですが、決して彼らだけのことではなく、
今や私たちワイズメンへの問いかけです。

第一部
例会は、予
定通り14時30分よ
り、ゲスト・ビジ
ター5名（子供1名
を含む）を迎え、
ス ケ ジュール 通 り
実施
第二部

さて、9月はユース強調月間。YMCAを始めたG.ウィリアム
ズと仲間が全員ユースだったことを思い出します。最近SEALDs
という全国的な学生の運動がマスメディアに取り上げられてい
ますが、社会と向き合い、自分たちで自分たちの未来を切り開
こうとしている若者と出会い、話が通じるとそれだけで嬉しく
なります。それくらい若者と接する機会は待っていても来ませ
ん。
実は今、YMCAもYʼsもユース（高校生から30歳前後の社会
人）との接点が少ないのが実情です。というのも今や事業に関
わらないユースには居場所がないからです。ワイズのY3のよう

バーベキュー例会（親睦会）は、親睦委員会の進
行で、焼き肉を食しながら参加者全員2分間の持ち時間で
近況報告がなされた。

な自主的活動はYMCAにはないようです。

景ケ島バーベキューは、猛暑例会ではなく、楽しい納
涼例会となりました。
以上

らいたいです。先ずは地元で若者たちが何をしているか、関心

どうしたら、自主的な活動をYMCAでやってみたい、という
ユースをYMCAの外に見いだせるか、担当主事と共に考えても
を向けて下さい。また、ユースと既に関わっているクラブはワ
イズドットコム愛読者たちに広くその活動を紹介して下さい。

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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Officers meeting Report.
H27.9.1

9月度役員会報告

ラ委員長・大村EMC委員長・藤田親睦委員長・高木農園委員長
（出席義務者

9名・出席者8名）欠席

相川

納涼例会会場事前打ち合わせ

藤田

1名

・08/09 三島クラブ納涼例会＠景ケ島バーベキュー（裾野市）
13:30集合、散策

14:30〜例会

メンバー11名（長澤・相川・石川・渡邉・青木・大村
藤田・小野・松田・鈴木・日吉）
相川メネット・渡邉パートナー・石川真理子様家族3名
計16名の参加
・08/11 CS委員会

計6名

・08/23 だがしや楽校＠三島大社

計8名

10:00〜

メンバー

7名・大村メネット・宮沢様

計9名

・08/31 市民すこやかふれあいまつり実行委員会

み物を振る舞いました。子供達は、待ちきれなくて開始前から飲

腰が少し痛くなりましたがこの後、自分たちが植えた野菜を収穫でき

てくれました。普段飲むことができないものに注文が多かったです。

るのが楽しみです。
これからも、できる限り参加をしていろいろな野菜作りに挑戦した
いなと思います。
また、三島ワイズの農園作業にご協力を頂いております宮沢様には、

今年は子供達の参加が少なく、２２０杯にとどまりました。お昼

長澤会長

熱海YMCAセンター

計7名

9:00〜12:00 鈴木・松田

青木

・9月例会に元メンバーの伊藤様出席予定
・旧メンバー野田夫妻に交渉中
＜プログラム・ドライバー＞
・9月卓話
・10月卓話

静岡恵明学園児童部園長

加藤秀郷様

未定
来年2月卓話予定

堀口廣司様（了承済み）

京都部会（ホスト：京都クラブ

会場：京都ホテルオークラ）

DBC交流会in伊豆長岡

・IBCは来年4月頃を計画

＋

京都クラブ温泉同好会

三島クラブ

※9月例会で参加者を決定する

佂山FCにメールにて打診予定

＜親睦＞
岡田パートナー

農園作業

詳細は後日メール・FAXにて。人参の間引き・ブロッコリー／キャベツの種蒔

き作業等

計2名

18:30〜参加費3,500円
・09/12 第9回東レアローズカップ大会協賛＠東レ体育館
開会式8:30〜

長澤会長・小野・日吉・藤田・石川・青木・岡田

計7名

・09/27 第38回富士山部会2015 道の駅伊東マリンタウン
13：00〜14：00

第1部：部会

14：00〜15：30

インターミッション

☆遊覧船「はるひら丸イルカ号」14：40便（約45分遊覧）をチャーター！
☆日帰り温泉施設「シーサイドスパ」にて温泉入浴をお楽しみください！
懇親会

閉会予定
7,000円

・11/01〜11/02
ホスト京都クラブ

会場：京都ホテルオークラ

・11/08 市民すこやかふれあいまつり＠三島北小学校
10:00〜
・11/14〜11/15
DBC交流会in伊豆長岡

東山荘所長

Event News.

・09/10 御殿場クラブ親睦会@日本YMCA東山荘ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ場

DBC交流

9/5に正式参加人数確定

作業内容は草取り

＜農園委員会＞

・09/06 東山荘清掃奉仕作業＠日本YMCA東山荘本館前

京都クラブ温泉同好会

18:00〜
【協議事項】
＜会長・書記＞
糸賀元房ワイズご逝去の件

→会則を確認の上対応
・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
10月例会時に募金実施、11月例会の卓話後に進呈予定
・会費納入状況…問題なし

10/24 or 25に実施予定

9/12

・各委員長及びだがしや楽校・農園作業・アローズカップ

・09/03 熱海YMCA理事・運営委員会及びバーベキュー懇親会

＜会計＞

東レ体育館

＜EMC・YMCA＞

・9/20

第2部

8/23 8:00〜

＜会報・広報＞

【今後のスケジュール】

・下田クラブ直前会長

しが強くなり汗まみれになり参加者9名の方たちと1時間半位作業をし
ました。
私は、ブロッコリー等のできたものを収穫するだけで、植え付けは
初めてのことだったので大変よい経験をいたしました。終わった後、

奉仕作業

・誕生日／結婚記念日は9/29

・09/01 第三回役員会（この報告の通り）

15:00〜

МＣＡの話を交えて挨

・見晴学園

→京都クラブ15名（予定）

8:30〜

京都部部会

農園作業について
渡邉 近子
8月29日(土)8時30分から人参の間引きとブロッコリー、キャベツの
苗植えを行いました。朝は、涼しかったのですが、次第に太陽の日差

準備作業

→具体的な事は未定だが、9月例会で参加者を決定する

人参の間引きとﾌﾞﾛｯｺﾘｰ植え

登録料

賛し参加しました。

・第9回「アローズカップ」大会への協賛

・11/14〜11/15

・08/29 農園作業

17：30

定です。メンバーの皆様、是非共、次回もご協力のほどよろしくお願
いいたします。
大村・鈴木・渡邉・松田・藤田・小野・高木、協力者 宮沢正美様

8/22

→部会出席の翌日にDBC交流会開催予定

計3名

長澤会長・岡田・石川・渡邉・青木・大村・鈴木・日吉

15：30〜17：30

ボール大会に三島ワイ

岡田ワイズ事務所

約200名の子供達に実施

・11/01〜11/02

岡田・石川・青木

開場8:00

ができました。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。次回は、白菜の植え付け等を行う予

8/11 予行演習

＜IBC・DBC＞

13:00〜

テント張りなどの準備＠三島大社

18:00〜

東レアローズカップ大会報告

・11/17例会の卓話者予定

青木・大村・岡田・日吉・藤田・石川
・08/22 だがしや楽校準備

準備

8月29日(土) 朝8時半より三島ワイズメンズクラブ農園において人参
の間引きとブロッコリーの植え付け、キャベツの植え付け、大根の種
蒔き等を行いました。
前回、蒔いた人参もたくさん芽が出ており参加者一同無事に芽が出
た事に大変喜びを感じておりました。尚、今回も前回に引き続き、宮
沢様に肥料や苗や種の手配・植え付け指導等ご協力いただきました。
当日は天候にも恵まれ、体調不良者もなく、無事に作業を完了する事

・09/08沼津クラブ例会で、渡邉実帆＋長谷川さんと話し合い

19:00〜

だがしや楽校の準備＠岡田ワイズ事務所

8:00〜

【農園委員会】

・08/23 街中だがしや楽校2015静岡in三島大社・ゑびす参道に参加、前年同様「針やま」「てるて

長澤会長・小野・日吉・藤田・石川・青木・岡田

【報告事項】
・08/05 親睦委員会

<CS・BF>
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
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・09/20
・09/27
・11/01
・11/14

農園作業
富士山部会（道の駅 伊東マリンタウン）
京都部部会（京都ホテルオークラ）
DBC交流in伊豆長岡 京都クラブ温泉同好会

From Committee

YCA   
 ９月３日(木)午後６時より熱海ＹМＣＡセンターにて理事・運営委員会が開催され
ました。委員会終了後バーベキュー懇親会が行われました。
委員会の富士山部各担当理事と運営委員よりの報告をします。
富士宮クラブは、お泊り保育にて、子供達に蒔絵絵巻を見せました。
富士クラブは、台湾の留学生四名を納涼例会に招待しました。
下田クラブは、子供達の座禅教室を７月２５日に実施しました。１９名の参加。
御殿場クラブは、８月御殿場市の夏祭りにて東山荘のカレーを販売しました。
沼津クラブは、７月沼津ビーチフェスタに参加。１０月に石巻に行きます。
１０月にインドのクラブのメンバーが来日します。
三島クラブは、だがしや楽校にて子供たちに「針さし」「テルテル坊主」教えて作っ
たことを報告しました。２００人参加。
伊東クラブは、青少年キャンプを８月８〜９日に実施しました。
熱海Ｇクラブは、７月に料理教室を実施しました。
熱海クラブは、富士山ＹＭＣＡにて８月７〜８日キャンプ教室を実施しました。
以上、各クラブより報告がありました。その後、議題に入りました。
議題は、第３０回中学生英語スピーチコンテストの実施の件です。実施日は、２０１
５年１１月２１日(土)熱海起雲閣音楽サロンにて行う。募集人員は４５名
を目標とします。３０回にふさわしいコンテストを計画する。
ホームページにスピーチコンテストの広報を行います。
昨年、三島から中郷西中と日大三島中の生徒が参加しています。今年もスピーチコン
テストに参加の要請をしたいと思います。
理事・運営委員会の後、部の役員と各クラブの会長も出席してバーベキュー懇親会
が開かれました。
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感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。

ＣＳ・ＢＦ委員長

青木利治

９月１２日(土)東レ
体育館にて例年と同
じく子供達のバレー
ズメンズクラブは、協
開会式では、長澤会
長がバレーボールとＹ
拶しました。三島クラブは１０時３０分より子供達にコーラ・カ
ルピス・コーヒー・オレンジジュース・アップルジュースなどの飲
みに来てくれまして、飲み物提供の活動は定着したと思います。子
供達には、コーラが一番人気で、コーヒーに好奇心をもって注文し

時間は忙しかったですが、１３時すぎには終了しました。子供達
が喜んで飲んでくれたことが大変嬉しく、やり甲斐を感じて終了し
ました。
参加者

長澤会長・藤田・日吉・岡田・石川・小野・青木

街中だがしや楽校in三島大社・ゑびす参道
子供たちに作る喜びを
ＣＳ・ＢＦ委員長 青木利治
昨年に続き二度目の「街中だがしや楽校in三島大社・ゑびす参
道」に三島ワイズメンズクラブは、参加しました。今年も子供たちに
「針刺し(針やま)」と「テルテル坊主」を作ってもらいました。子供
たちは、普段やったこ
とのない針で縫う作業
を一所懸命にチャレン
ジしていました。その
姿に感動を憶えるほど
でした。針刺しは、昨
年より大きいサイズの
キャップで子供たちは
作っていました。テル
テル坊主は、小さい子
供たちが作っていて、顔を書くのに苦労していました。そして、完成
した時、子供たちは喜んでお礼をいってくれました。また、親子が協
力して作る姿にほのぼのとしたものを感じました。子供たちに作る喜
びを味わってもらうことが、なにより私たちの喜びであります。今年
も200人近くの子供が参加してくれました。最後に、材料を揃えてくれ
た日吉ワイズをはじめ8名の三島ワイズクラブのメンバーが協力してく
れました。協力ありがとうございました。
参加者 長澤会長・日吉・渡邉・石川・大村・鈴木・岡田・青木

石川委員長

DBC委員会より、京都部会・交流会
【DBC交流会in伊豆長岡開催案内】
平素より三島クラブの活動にご尽力いただき、ありがとうございます。

D B Cである京都クラブが、下記日程にて三島に来られることが決まりました。つきましてはこの
機会に「DBC交流会 in 伊豆長岡」を開催したいと思います。開催場所は京都クラブが希望する伊豆
長岡周辺の温泉旅館となる予定です。翌日には世界遺産の反射炉観光なども企画する予定です。とに
かく例会とかでなく、一緒に遊ぼうとのことです。D B Cの交流を深めるためにも是非、皆さまお誘
いあわせの上ご参加くださいますようお願い申し上げます。
開催日
集合時間

2015年11月14日（土）〜15日（日）
17:00予定

※京都

集合場所

伊豆長岡周辺の温泉旅館（未定）

内 容

DBC交流会〜温泉＆宴会〜観光

★宿泊1万5千円〜、宴会のみ1万円〜を予定しています。

★委員会にて一部負担の予定

【平成27年11月1日(日)・京都部部会参加のご案内】
下記日程にてDBCである京都クラブのホストによる京都部部会が開催されます。IBC・DBC委員会
としては、この部会に参加することでDBCの交流を深めたいと考えております。翌日には京都クラブ
有志による京都観光も企画しております。皆さまには、是非ご参加くださいますようお願い申し上げ
ます。
開催日
2015年11月1日（日）〜2日（月） 集合場所
三島駅北口新幹線改札前
集合時間
未定 ※京都部部会の受付15:00に間に合う時間を設定します。
内
容 1）京都部部会出席〜京都クラブとの打ち上げ会
2）京都クラブ有志による京都観光
★部会会費（金額は未定）は委員会が負担★宿泊費その他は各自負担（委員会にて一部負担）

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

