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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

「あなたがたは世の光である。山の上にある町は、隠れることができない。・・・・そのように、あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい」（マタイによる福音書5章14,16節）

2016年4月

Record of March.
在籍者

13名

出席者

11名

出席率

85%

メーキャップ

2名

修正出席率

100%

ゲスト

0名

ビジター

0名

メネット

0名

コメット

0名

総出席者数

11名

スマイル

8,000

スマイル累計

76,805

Happy Birthday
04/07 長澤はるみメネット
04/09 相川 明実メネット
04/25 岡田美喜子Ys

三島ワイズメンズクラブ例会

■日

時 ：2016年4月19日(火)
：18時30分〜21時00分
■場
所 ：アモール・エテルノ・リオ
■受
付 ：日吉 和代Yʼs
■司
会 ：青木 利治Yʼs
■開会点鐘
：長澤 禎文会長
■開会挨拶
：岡田美喜子副会長
■ワイズソング
：一同
■ワイズの信条
：大村 俊之Yʼs
■会長挨拶
：長澤 禎文会長
■ゲストビジター紹介 ：長澤 禎文会長
■誕生日・結婚記念日 ：司会
■食前の感謝
：相川
毅Yʼs
■会
食
：
■卓
話
：「若石（じゃくせき）足もみ健康講座」
国際若石メソッドスクール認定 初級プロ養成講座講師
NPO地球足もみ健康法実践普及協会会員
沼津若石 にじのはし メンバー
水野みゆき様・石井由紀恵様・三宮波恵様
■書記報告
：石川 敏也書記
■委員会報告
：各委員会
■ｽﾏｲﾙ・出席率報告
：プロドラ委員会
■閉会挨拶
：小野 和昭Y's
■閉会点鐘
：長澤 禎文会長

HappyAnniversary
04/24 鈴木忠雄夫妻
04/29 青木利治夫妻

■臨時総会

：司会

石川

敏也書記

※例会報告は佐藤昭雄Yʼs

Emphasize Month
LT
Leadership Training
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【2016年3月三島クラブ例会報告】
岡田

美喜子

平成２８年３月例会は、「アモール・エテルノ・リオ」にて18:30より
開催されました。
今回は、YES献金（ワイズ新クラブ設立を目指す基金）のため、1人500
円の献金をしました。
参加者は、会員13名中、11名。
長澤会長が所用のため遅刻ということで、副会長として開会点鐘と開会
挨拶をさせていただきました。初めての点鐘で按配が分からず、大きな音
の点鐘での開会となりました。
今月の誕生日は、小野メネットと青木メネットでしたが、お二人とも不
参加のため、小野Yʼsと青木Yʼsがそれぞれ奥様に代わってお花のプレゼン
トを受け取られました。また、私は3月11日が結婚記念日なので、素敵な
ビールグラスを藤田Yʼsより手渡していただきました。
さて、このたびの卓話は「ワイズについて考える」と題して、佐久間Yʼs
より「YMCAとワイズについて」のお話を伺い、その後、みなさんで今後
の三島クラブの活動について意見交換をしました。
佐久間Yʼsからは、大学時代の神戸でのYMCAボランティアリーダーが
YMCAとの出会いであり、YMCAに就職後に発生した阪神淡路大震災では、
長田区役所でのボランティア活動を熊本ジェーンズワイズメンズクラブに
支えられたことなどをお話いただきました。「YMCAとワイズは対等な立
場であり、パートナーである。できることを、得意なことを楽しんで活動
できれば良い。」など、今後の活動のヒントも頂き、大変興味深いお話で
した。
みなさんとの意見交換では、青少年の育成、意識の統一を図ること、会
員勧誘に対する注意すべき点、次次年度の40周年記念事業についてなどの
活発な意見と、三島クラブに対するさまざまな思いが語られ、有意義な意
見交換となりました。
三島クラブのジャンバーを一新しようとの意見も出され、まずは格好か
ら団結できるのではないかと思います。他クラブへの参加時も着用できれ
ば良いかと思いました。
最後に、私の信条は「謙虚」です。辞書で調べると、「謙虚」とは、控
え目で、つつましいこと。へりくだって、すなおに相手の意見などを受け
入れること。また、そのさま。と出てきますが、このことばは、3年前に
就職活動をしていた娘から教えられたことばです。私は、手帳の1ページ
目にこの二文字を書いていて、手帳を開くたびに目にしています。
「素直に話は聞けたか、驕りはなかったか。」
かの松下幸之助氏も「素直な心からは謙虚さが生み出され、謙虚さから
人の話に耳を傾けるという姿勢が現れてくる」と名言を残しています。
さて、「信条」ということばも辞書で引いてみましょう。 「堅く信じて
守っている事柄。 信仰の箇条。教義。 キリスト教会において、その信仰
告白を基準化したもの。」
さて、私は、このたびの例会でこの信条を守ることができたのでしょう
か。

【恵明学園の子供達に紙抄きの体験】
CS・BF委員長

青木

利治

3 月26日(土)のお昼5分前に
恵明学園に到着しました。私(青
木)は、三島ゆうすい会のメン
バー大村夫妻・宇水さん・小
松さんとともに恵明学園の美
味しいパスタ料理をいただき
まして、食事後直ちに「紙抄
き」の準備にかかりました。
「紙抄き」の準備中に三島ワ
イズメンズクラブのメンバー
が到着しました。準備が出来
たところで、恵明学園の杉村
さんが子供達を食堂に集めて
頂き、子供達は、小学生を中
心に15人位参加してくれまし
た。そこで、三島ゆうすい会
の大村さんと宇水さんが「紙
抄き」のやり方を説明しても
らいました。大村さんと宇水
さんは特種製紙の技術者で紙
の専門家です。お話を終わっ
たら早速「紙抄き」を始めまして、子供達はお話をじっと聞いていま
したが、「紙抄き」が始まりましたら、はじけるように作業場に飛び
出して行きました。「紙抄き」の最初は、フィルムを剥がしてある牛
乳パックを小さくちぎってからミキサーにて粉砕し、ポリ容器にドロ
ドロのパルプを入れることでした。子供達といっしょにワイズとゆう
すい会のメンバーと五人の職員が参加し、パルプ作りを手伝いました。
大村さんと宇水さんに教わりながら子供達は群がってハガキサイズの
木枠にドロドロのパルプを入れて紙になるよう作りはじめました。や
はり大きい子は覚えが早く、パルプ状の物をタオルと敷き紙にて水を
押し出し、最後にアイロンにて乾かして、瞬く間に紙に完成させまし
た。小さい子供達はなかなか手につかず三島ゆうすい会とワイズの人
達に手助けをえて、やっと紙に仕上げることができました。そこに私
達と交流ができ、子供達と私達とふれあいが生まれたのです。子供達
は私達に甘えながら紙作りに手に手をとって紙を仕上げました。子供
達は１枚できると次に木の葉をサンドした紙を一人作ると、次々と同
じように作りました。子供達は仕上げた紙に三島柄のスタンフを押す
ことに夢中になって自分なりのハガキを作っていました。子供達は喜
んでくれたと思います。子供達は非常に人なつこくふるまってくれま
した。自分の立場が良く判っていて、私達の前で明るく振る舞って、
甘えてくれたことが意地らしく思えたのは、私一人だけでしょうか？
三島ワイズメンズクラブのメンバーと三島ゆうすい会のメンバーが
協働で行うことができたことに、両クラブのメンバーに感謝します。
長澤会長は、用事があったため、途中ちょっと見に来てくれました。
石川・大村・藤田・日吉・山口夫妻＋幼児が三島ワイズメンズクラブ
として参加しました。子供達と楽しいひと時を過ごすことができまし
た。恵明学園の子供達も大変喜んでいたと杉村さんから報告がありま
した。子供達とのふれあいは一回だけでなく、これからも継続できる
ようにしたいと思います。参加してくれた皆様ありがとうございま
す。
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Photo Report.

Officers meeting Report.
H28.4.5(水) 4月度役員会報告
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・鈴木農園委員長(出席義務者9名・出席者9名)
欠席 相川会報／鈴木農園
【報告事項】
・03/03 熱海YMCA理事運営委員会 青木 1名
・03/05 次期会長・役員研修会 12:00〜
YMCA東山荘 岡田・藤田・青木 3名
・03/15 三島クラブ例会（別掲）
・03/26 三島ワイズ・三島ゆうすい会共催
恵明学園紙すき 13:30〜 恵明学園
参加者 長澤会長・青木・大村・日吉・藤田
石川 メンバー6名
山口夫妻（幼児含む）と三島ゆうすい会 4名
・04/05 第10回役員会 19:00〜 9名（上記別掲）
【今後のスケジュール】
・04/07 熱海YMCA理事・運営委員会 青木・鈴木 2名
・04/19 4月例会＆臨時総会 アモール・エテルノ・リオ
・05/14 熱海YMCA総会 13:00〜 青木・鈴木 2名
・05/22 第3回富士山部役員会・評議会 富士ロゼシアター
受 付 12:00〜
役員会 13:00〜 評議会 14:30〜
長澤会長・石川書記・渡邉会計
富士山部次期役員研修会 15:15〜
岡田次期会長・藤田次期A副会長
長澤・石川・渡邉・鈴木・大村・青木・相川
・06/04 第19回東日本区大会
長野市若里市民文化ホール
受付 10:00〜
長澤会長・青木・鈴木・日吉・藤田・渡邉・石川
大村メネット（日帰り）
【協議事項】
＜会長・書記＞
・東日本区奈良傳賞該当者推薦について検討
・第19回東日本区大会
交通手段及び宿泊ホテルについて
現地 12:00集合 電車組は、青木Yʼs取りまとめ
登録費補助 10,000円／人をクラブより拠出
・次期役員検討
農園委員会をCS委員会に含め、CS委員長に鈴木Ys
・次期東日本区メネット委員会より大村知子メネットの書記
就任要請の件
相磯次期東日本区メネット委員長よりの就任要請を検討
本人の承諾も取れたので、クラブとして承認する。
＜会計＞ 会費納入月です。宜しくお願いします。
＜CS・BF＞ 紙すき教室第2回目を企画中 紙すき→絵画
＜EMC・YMCA＞ メンバー増強にご協力を
＜プログラムドライバー＞ 3月例会プログラム確認
＜IBC・DBC＞ 釜山FCの現状を京都クラブへ確認中
＜親睦＞ 親睦会6月に開催予定
＜会報＞ ブリテン掲載記事の原稿依頼
＜農園＞ 5月15日 さつまいも植え付け
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みしまびとプロジェクトの映画
「惑う〜After the Rain〜」
が完成しました
長澤 禎文
昨年の夏と冬の二期に
分けて、三島を中心とし

熊本地震・エクアドル地震

今、私たちにできることは？

た近隣市町で撮影を行っ
たみしまびとプロジェク
トの映画「惑う〜After

From Committee.

the Rain〜」がついに完

＜NPO法人熱海YMCA総会のお知らせ＞

みな様の出席を依頼

熱海YМCA運営委員

青木利治

5月14日(土)13時より熱海YMCA総会が熱海YMCAセンター大会議室に
て開催されますので、みな様の出席をお願いします。
日頃、熱海YMCAの活動内容について知る機会が少ないと思います。総会
に出席して熱海YMCAがどのような活動を行っているか知ってください。
出席することにより熱海YMCAの諸問題を知ることができます。これから
の熱海YMCAについて考えなければならない時期に入っています。
年会費1人5000円支払っていますので、出席する義務がありますので、出
席できるよう心掛けて下さい。

成しました。
一生に一度あるかない
かの映画づくりというチャ
ンスにどっぷりと深く関
わっておりましたが、４
月２９日の市制７５周年
記念式典同日の招待者限
定試写会を皮切りに、５
月１日から２２日までの
土日で三島市、裾野市、
伊豆の国市、清水町、函

＜次期クラブ役員研修会＞

南町のロケ地となった５

役員会議事録にもある通り、5/22 富士ロゼシアターにおいて次期クラブ

市町のホールで試写イベ

役員研修会が行われます。クラブ役員ですので、委員長も含めた役員が承認

ントが開催されることに

され次第出欠の確認をしたいので、よろしくお願い致します。（次期書記）

なりました。
メインロケ地は楽寿園

＜佐久間Yʼs異動による6月退会と光永様7月入会予定の件＞

の中の梅御殿。昭和５０

本来であれば、光永様4月例会からゲストとして参加の予定でしたが、熊

年代の家族の風景を、過去の生い立ちを遡りながら描いた美しい物語です。映像は、

本出身であることから、今回の熊本地震で支援活動の真っ最中とのことで

もしかしたら世界でも最後になるかもしれないと言われているアナログのフィルム

す。下記に紹介します。

での撮影を行いました。林弘樹監督のイメージに従い、高間賢治カメラマン、及川
一美術監督、黒沢和子衣装監督らの業界で名の通った方々を、私たちみしまびとプ

このたび、日本YMCA同盟東山荘勤務となりました。今回、三島ワイズメンズクラ
ブのメンバーとして参加させていただきたく、東山荘の前職員の佐久間氏よりの推薦
として、以下の情報を事前にお知らせいたします。よろしくお願いいたします。

ロジェクトの市民ボランティアが全力でサポートする体制でこの映画が作り上げら
れました。出演俳優は佐藤仁美さん、中西美帆さんを主人公の姉妹役に、そしてそ
のお母さん役には宮崎美子さん、お父さん役には多くのCMに出演されている小市

氏
名 光永 尚生 ・ 京子 (メネット)
入会希望 2016年7月
生年月日 1960.10.25
住
所 412-0021 御殿場市二枚橋293-2 凱風館102号
電
話 090-3323-3289
職業・職種 団体職員・日本YMCA研究所所長
勤務先
公益財団法人日本YMCA同盟東山荘
電話/FAX 0550-83-1133 / 0550-83-1138
E-Mail
mitsunaga@ymcajapan.org
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慢太郎さん。他にも藤田弓子さんや斉藤洋介さんらの有名どころが出演されており
ます。
全国各地での劇場公開は来年１月からの予定で、それに先立って今回の試写イベ
ントを行います。
なんと国際映画祭への出品も同時に進めており、三島を中心としたこの地域の
美しい風景を、日本だけでなく全世界の人々に観ていただけるこの映画は、おそら
く歴史に残るものになることでしょう。
チケットの購入などについては、私、もしくは大社の杜内のみしまびと事務局
にお問い合わせください。
５月 １日（日）三島市民文化会館
小ホール
開場18:00 開演18:30
５月 ７日（土）裾野市民文化センター
多目的ホール 開場18:00 開演19:00
５月１４日（土）清水町地域交流センター 多目的ホール 開場18:15 開演19:00
５月２１日（土）函南町文化センター
大ホール
開場11:00 開演12:00
５月２１日（土）韮山時代劇場
開場18:00 開演18:30
５月２２日（日）三島市民文化会館
開場13:00 開演13:30
各会場とも参加費は大人1000円、中高生500円、小学生以下200円です。
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