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あなたは、
年が若いということで、
だれからも軽んじられてはなりません。
むしろ、
言葉、
行動、
愛、
信仰、
純潔の点
で、
信じる人々の模範となりなさい。
（新約聖書 テモテへの手紙Ⅰ 4章12節）
主

題

国際会長
「私たちの未来は、今日から始まる」 Joan Wilson
Tung Ming Hsiao
アジア地域会長 「ワイズ運動を尊重しよう」

利根川 恵子
東日本区理事
「明日に向かって、今日動こう」
富士山部部長
「富士山のように大きな心で奉仕をしよう」 増田 隆
岡田 美喜子
三島クラブ会長 「出会いと絆に感謝しよう」

2016年7月 三島ワイズメンズクラブ例会
沼津・三島・御殿場クラブ合同初例会
■日 時：2016年7月19日(火)18:30〜
■場 所：ブケ東海 三島
■受 付：日吉 和代Y’s / 石川 敏也Y’s
■司 会：渡邉 近子Y’s
■点 鍾：３クラブ会長
■開会の挨拶：青木 利治Y’s
■ワイズソング斉唱：出席者一同
■ワイズの信条：藤田 小夜子Y’s
■３クラブ会長挨拶：沼津クラブ 渡邉 実帆会長
御殿場クラブ 前原 末子会長
三島クラブ 岡田 美喜子会長
■ゲスト・ビジター紹介：岡田 美喜子会長
■来賓の挨拶：豊岡 武士三島市長
■富士山部部長挨拶：増田 隆富士山部部長
■入会式：三島クラブ 光永 尚生氏・杉村 勝巳氏

所信表明
会長

岡田 美喜子

私の座右の銘は「謙虚」です。4年ほど前に、就職活動
中の娘から教えられたことばです。それ以来、手帳が変
わっても必ず先頭のページにこの二文字を書いて戒
めとしています。
「謙虚」の意味を辞書で調べてみると、
「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。」など
と出てきます。ともすると違った意味にも捉えられま
すが、謙り受身の姿勢ではなく、真の強さを感じること
ばだと思っています。
そのような私が、会長主題としたのは「出会いと絆に
感謝しよう」です。この主題には深い思いを込めまし
た。
2013年に入会以来、諸先輩方にご指導いただきなが
ら、まだまだワイズメンズの活動が理解できないまま
に、このたびは会長という大役を頂きました。来年40周
年を迎える歴史と伝統あるクラブであり、会長職は重
責であると感じています。
三島クラブには、大きな課題があります。これまでに
ない会員減少です。その理由を私なりに考えると、ワイ
ズメンズの会員であることがステイタスであった時代

■食前の感謝：御殿場クラブ 富士山部会員増強事業主査・
直前会長 杉山 將己Y’s
■会 食
■富士山部各クラブ会長挨拶：各クラブ会長
■卓話：
「熊本震災報告」三島クラブ 光永尚生Y’s
■誕生日・結婚記念日祝：３クラブ担当委員会
■スマイル・出席率報告：３クラブ担当委員会
■閉会挨拶：沼津クラブ 副会長 長谷川 等Y’s
■点 鐘：３クラブ会長
Happy Birthday

なし

Happy Anniversary

なし

と、近年入会される方々の社会奉仕活動に対する考え
方に違いがあることを認めなければなりません。新会
員にはワイズメンズの仕組みや活動、会費の意味をご
理解頂き、思いやりをもって人を育てていかなければ
なりません。
また、メンバーにあっては、引き続き敬意を持って相
互に高め合うクラブを目指したいと思います。出会い
と絆に感謝して！
チーム三島クラブとして、メンバーと共に1年間頑
張って行きたいと思います。

伊東クラブ初例会・岡田会長あいさつ

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

2016年7月 役員会議事録
日
時：２０１6年7月1日（金）１8：００〜20：００
場
所：ムクゲ
出席数：１0名中8名（岡田会長・藤田A副会長・相川書記・
長澤会計・鈴木CS/BF・青木IBC/DBC・渡邉プロドラ・日
吉親睦）欠席（石川B副会長・大村EMC/YMCA）
報告事項
■6/21（火） 6月例会・定時総会＆慰労会 アモール・
エテルノ・リオ 18:30～出席者13名中9名出席率
77％メーキャップ 2名修正出席率 92％ゲスト 3名計
13名 SMILE:9,500円
今後のスケジュール
■07/01（金）社会を明るくする運動街頭宣伝 17:00～
参加者：計 8名（岡田・藤田・相川・長澤・青木・鈴木・渡
邉・日吉）■07/01（金）第1回役員会ムクゲ 18:00～
出席義務者10名中 8 名（岡田・藤田・相川・長澤・青木・
鈴木・渡邉・日吉）■07/01（金）親睦会 ムクゲ 役員
会終了後 6名参加予定（石川・相川・青木・鈴木・渡邉・
日吉）■07/02（土）社会を明るくする運動 ポスター
表彰式 13:30～ 社会福祉会館 岡田会長出席 （写
真撮影に協力いただけるメンバーを調整中）10,000円
（CS委員会より拠出）／印鑑■07/03（日）恵明学園七夕
まつり準備作業 09:30～祭りは17:00～参加予定者：計
3名■07/17（日）富士山部第1回役員会・評議会富士ロ
ゼシアター役員会 13:30～評議会 14:30～出席義務
者：岡田会長・藤田A副会長・石川B副会長・相川書記・長
澤会計・青木（富士山部地域奉仕事業主査）計6名 役員
会 岡田会長／青木主査 2名 評議会 岡田会長／
青木主査／藤田A副会長／石川B副会長／相川書記 5
名（長澤会計 委任状提出）三島クラブからの議案提案
はありません。■09/10（土）東レアローズカップ参加
予定者：計名■他クラブ初例会参加状況 11日 伊東
7名／12日 富士・富士宮
7名／20日 下田 8名
／ 25日 熱海 8名／27日 熱海G 8名■07/未定
親睦委員会を開催予定 納涼例会について（日程未定）
協議事項（岡田会長／相川書記）
■議題 すこやかふれあいまつりの件（岡田会長）
■結論 11月13日（日）10:00～14:30 市民体育館にて
開催 参加意向確認があり、三島クラブとして参加（意向
確認書7/2FAXずみ）を承認 岡田会長宛、ワイズメンズ
クラブ会長として実行委員の就任要請に対し、就任を
承認した。手続き等は岡田会長に一任。
■議題 会長交際費の目的と使途の再確認（相川書記）
（会長交際費と、部等各行事への登録料等負担の考え
方）
■結論 会長交際費は、各行事への登録費や移動、協力メ
ンバーへの助成等、会長の活動を支援するための費用
です。よって今期は、会長に対する部の行事、初例会等
のクラブ訪問時の登録費負担は本会計からは行いませ
ん。
（東日本区大会やDBC等のクラブの行事として出席
する他クラブ訪問等の助成金は除きます）
■議題 引き継ぎ物の確認について
■結論 印鑑（会計保管｜角印／会長印／ゴム印） 基本
会計保管とします。バッチ（会長／副会長／書記／会
計） 現在保管していない副会長／書記／会計のバッ
チは今期購入します。
（毎年引き継ぎます）直前会長へ
の元会長バッチの購入の件は、毎年6月に購入し、引き
継ぎ時にバッチの交換を行います。
会計（長澤会計）
■議題 前年度会計最終決算、会計監査日程及び役員会
での承認の件（渡邉直前会計）
■結論 決算まとめ完了しました。近日中に会計監査を
受けて最終承認となります。次回例会時に、最終的な前
期決算書と監査報告書をメンバーに配布します。
■議題・今年度会計予算を前期決算に従い修正、今期予
算承認の件（長澤会計）今年度会計口座確認及び、会費

納入の件（7月は納入月となります）
■結論 前期決算の確定により、正式な予算書が出来上
がりますので、本年度事業計画書に添付しメンバーに
配布します。口座は現在開設手配中で、手配完了次第
ML等でメンバーに告知します。
CS・BF委員会（鈴木委員長）
■議題 街中だがしや楽校2016の件
■結論 日時 2016年8月21日開催、ワークショップの
内容を現在CS委員会で検討中。例会までに確定し、メン
バーに事前教育実施予定
EMC・YMCA委員会
（大村委員長）
■議題 入会斡旋の件
■結論 7月例会または8月納涼例会に現状お声がけし
ている人が参加できるように調整中。7月光永様入会
に引き続き、杉村様他数人に声をかけていますが、皆様
も、入会者獲得に向けて、ご協力よろしくお願い致しま
す。
IBC・DBC委員会
（青木委員長）
■議題 特になし
■結論
プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
■議題 7月沼津・三島・御殿場3クラブ合同例会 プロ
グラムの件（別添資料）
■結論 例会プログラム承認。卓話料の扱いについては、
3クラブのプロドラで検討し対応、委員会に一任。
■議題 8月納涼例会
■結論 親睦委員会のところで協議
親睦委員会（日吉委員長）
■議題 8月納涼例会の件（通常日程8/16はお盆及び三
島夏祭りと重複のため日時及び場所を検討）
■結論 日程は、8月11日（木｜祝日山の日）の予定。時
間、内容については、親睦委員会／プロドラ委員会に一
任。
会報広報委員会（石川委員長）
■議題 ブリテン フォーマット及び原稿依頼の件
■結論 原稿依頼です。よろしくお願いいたします。岡
田会長 新年度所信表明及びポスター表彰式報告 各委
員長 新年度所信表明 社会を明るくする運動街頭宣伝
光永入会予定者 YMCAお勉強会シリーズ

伊東クラブ初例会での三島メンバー
在籍者

13名

出席者
出席率
メーキャップ
修正出席率

ゲスト

3名

9名

ビジター

0名

77％

スマイル

9,500円

2名

スマイル累計

86.305円

92％

総出席数

12名

○ 出席率100％に挑戦！メーキャップをわすれずに！

THE Y'S MEN'S CLUB OF MISHIMA
委員長を推せつかるのは初めてで、今までは何かと
縁の下の力持ちで頑張ってきましたが、これからは表
舞台で頑張りますので、何卒ご協力の程よろしくお願
いします。

親睦委員長

日吉 和代

数少ないメネットに三島ワイズの情報が直接届くよ
うなネットワークを作りたい。そしてワイズの目的に
も叶い、なお且つ楽しいメネットとメンバーとの協働
できる企画を試みたい。委員の皆様の協力をよろしく
お願いします。

メネット委員長

大村 知子

「社会を明るくする運動」に参加して
会長

岡田 美喜子

7月12日、長伏グラウンドで開催された、第66回社会
を明るくする運動「ふれあいスポーツ交流大会」にお招
き、参加させていただきました。
この大会は、保護司の方々39名と静岡ダルク（薬物依
存症・アルコール依存症リハビリ施設）の利用者のみな
さん32名が参加して、ソフトボールを通じて更生保護
の理解と施設利用者の意識向上を目的に開催されまし
た。
開会式後は、試合の応援もさせていただきました。試
合開始の時は曇っていましたが、次第に晴天となり大
変暑い一日ではありましたが、試合はローカルルール
もあり、また大会も2年目ということで和気あいあい
と、応援していても楽しい試合でした。
今回の「社会を明るくする運動」では、7月1日の街頭
啓発、7月2日のポスター表彰と壱町田公民館で開催さ
れた地域集会にも参加させていただきました。
三島クラブでは、今後も社会を明るくする運動に協
賛し、青少年の非行防止と健全育成に力を尽くしてい
きたいと思います。

恵明学園・七夕祭りに参加して
IBC・DBC委員長

ランティアとして参加を依頼されたものです。まず、照
明器具をセットするお手伝いしましたが、恵明学園の
会場は広いため、また、電気の知識が疎いのでなかなか
大変でした。ですが、
「えいちゃん」という人懐こい子が
私達にまとわりついてお手伝いしてくれて楽しく作業
を行うことができました。お昼は、チャーハンとスイカ
をいただきました。私はお腹がすいたため図々しくお
替わりさせてもらいました。昼食後、じゃがバタのジャ
ガイモをコンテナ3箱洗いました。そこに「えいちゃん」
が来て、恵明学園の生活について話をしながらお手伝
いしてくれました。子供なりに自分の立場を受け入れ
ている姿に愛しく思いました。その後、入口の門を飾る
お手伝いを依頼され、あじさいの花を竹の門に活けま
した。藤田さんと日吉さんは手際よく花を活け、子供達
も竹の門に乗っかったりしながらも花に水やりのお手
伝いをしてくれました。恵明の子供達が七夕祭りを大
変楽しみにしている姿は微笑ましく思えました。いよ
いよ午後5時30分より七夕祭りが始まり、岡田会長が市
議会議員及び三島ワイズメンズクラブ会長として挨拶
をしてくれました。そして、大きな竹の笹につけられた
「夢」
「進学」
「将来」などの子供達の願いが書かれた短冊
が読まれました。三島市民吹奏楽団と恵明の子供が参
加する子供シャギリ演奏の後、模擬店が開始され、私達
三島ワイズは「みずあめ」の担当です。
「みずあめ」は、こ
ねるのが大変です。私はスプーンを曲げてしまい割り
ばしも何本か折ってしまいました。
「みずあめ」は、焼き
そば・チョコバナナ・かき氷に比べて人気がなかったの
ですが100本位はでたと思います。お祭りのラストは杉
村さんが準備した花火で終了しましたが、ナイアガラ
花火は感動的でした。当日は雨に降られず少し蒸しま
したがお天気もよかったです。恵明の子供達が七夕祭
りを楽しんでいる姿に嬉しく思いました。また、地域の
子供達も遊びに来ていて、すばらしい七夕祭りでした。
最後に子供達が七夕の笹の葉につけた短冊の願いが叶
うことを希望して帰途につきました。子供達とのふれ
あいは、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。参加者
は岡田会長・藤田・日吉・青木 計4名。

青木 利治

7月3日(日)に恵明学園の七夕祭りに参加しました。私
は、藤田さんと日吉さんともに朝10時前に恵明学園に
到着し、七夕祭りの模擬店の準備を杉村勝巳（恵明学園
児童部事務長）さんの指示を受けて恵明のスタッフと
ともに始めました。これは、杉村さんより七夕祭りにボ

恵明学園の子と藤田・日吉ワイズ

「YMCAのことを楽しく、みんなで学んでみませんか」①
卓話 熊本地震支援活動から考えるYMCAの連帯

東日本区連絡主事

光永

尚生

ますが、それぞれのYMCAの活動は、連帯しながら日本
のYMCAを形成しています。私たちは、YMCAの活動を
今年度の岡田会長期に三島クラブに入会させていた
だきました光永尚生(ひさお)と申します。3月まで熊本 「世界を見つめ、地域に生きる」と表現して1844年のロ
ンドンでのYMCA誕生から176年間、YMCA運動を進め
YMCA職員でしたが、4月より御殿場の日本YMCA同盟
てきました。
国際青少年センター東山荘にて勤務しております。担
各YMCAは独立した存在ですが、連帯してひとつの
当は、日本YMCA研究所で副所長も拝命しております。
ことに取り組む時には、〇〇YMCAが「YMCA」
になり
1年間このコーナーを担当させていただきます。
ます。これは、国際協会であるワイズメンズクラブの理
第1回目は、熊本地震支援活動から考えるYMCAの
念にも通じるものです。熊本地震の支援活動の際には、
連帯です。れんたい【連帯】とは？二つ以上のものが結
YMCAと書かれたユニフォームを身に着けた瞬間に、
びついていること。二人以上の者が共同である行為ま
その人達はすでにYMCAの連帯に参加していることに
たは結果に対して責任を負うこと。とあります。つま
なります。YMCAという4文字は、それだけの力を秘め
り、YMCAという共通の価値の下で、結びつき、共同で
支援活動に参加しているということになります。現在、 ています。歴史的な背景は次回に譲りますが、ワイズの
ロースターの3ページと5ページに掲載されている「い
世界には、119の国と地域、日本では35の加盟・準加盟
ざ立て」
「YMCAの歌」の訳詞、作詞者の淵田多穂理さん
のYMCAがあります。富士山部では、熱海YMCAと横浜
は、熊本YMCAの初代主事でした。
YMCAの富士山YMCAグローバル・エコ・ヴィレッジ、そ
して、日本YMCA同盟国際青少年センター東山荘があり ご存知でしたか？

THE Y'S MEN'S CLUB OF MISHIMA

6月例会報告
佐久間 眞人
例会は定時総会を兼ねて6月21日小野Ysの司会によ
り定刻に開始されました。出席者はゲストが日本YMCA
同盟東山荘所長の堀口氏、同じく東山荘スタッフで7月
入会予定の光永氏、そして新たに入会予定社となられ
た杉村氏を迎えて、三島クラブのこれからを考えるふ
さわしい会となりました。
その後、定時総会へと移行し、長澤会長の議事進行の
元、第1号議案「事業及び委員会活動報告」が石川書記か
ら、第2号議案「収支決算見込み報告」が渡邉会計から、
第3号議案「委員会事業計画(案)承認の件」が藤田次期A
副会長から、第4号議案「会計予算（案）承認の件」が長澤
次期会計から、それぞれ説明があり全ての議案が決議
されました。
とくに強調されたのは、2016年7月1日の時点で12
名のワイズメンバーでスタートすることがほぼ決定し
ているが、7月入会の光永氏、新たに入会予定の杉村氏
を含めて、上半期のうちに３名、下半期に4名の入会者
を獲得することを目標としたことでした。そして会員
数20名を目指すことを確認いたしました。
また、来年度には三島クラブの40周年、京都クラブの
70周年も控え、さらに東日本区大会が沼津で予定され
ているなど、大きな節目の時期を迎えようとしていま
す。そこで三島クラブのメンバーが一丸となって、新し
い活気のある三島クラブの新たなスタートを切ること
ができるよう、それぞれの事業計画を大切に丁寧に行
いながら、それぞれに協力しつつ、事業計画を進めてい
くことが確認されました。
その後、会場を移して第2部親睦会が行われ、長澤会
長から岡田次期会長へギャベルの交換がなされまし
た。会食と歓談の時間を楽しみつつ、入会予定の杉村氏
が、お茶をたててメンバーに振舞うという素晴らしい
時間も持つことができ、気持ちを新たに新しい1年間の
スタートを迎える準備の整った例会、および定時総会
となりました。
この場を借りて、私、佐久間が急な人事異動の影響
で、12月入会したところなのに、6月退会となってしま
いましたことを、とても残念に思うと共に、皆様にお詫
び申し上げます。
しかしながら半年という短い間ですが、皆さんとと
もにワイズのあり方を真剣に考えたり、たまたまお
こった熊本地震に対しても皆様の関心と支援を集める
ことができ、私にとっても非常に実りの大きかった半
年でありました。
また、ご縁がありましたら皆様とともに！という思
いを胸に秘めつつ、東京YMCAでの仕事を丁寧に、心と
体を尽くして、一つ一つ積み上げてまいります。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
三島ワイズメンズクラブの益々のご発展を、山中湖
のほとりからお祈りいたします。誠にありがとうござ
いました。

各役員の所信表明および活動報告
三島クラブに在籍して2度目の女性会長が誕生しま
した。会長はCS活動、地域社会との関わりを軸に、日頃
の幅広い行動範囲から、会長ならではの力量を発揮し
て"三島にワイズメンズクラブあり"なんて言われるよ
うに若さと、統率力で三島クラブを引ぱって下さい。及
ばずながら微力ではありますが、メンバーと協力して
一年間岡田会長をサポートして行きたいと思っており
ます。メンバーの皆さん、楽しいクラブにしましょう。
よろしくお願いいたします。

A副会長

藤田 小夜子

B副会長としては、とにかく会長を助け、A副会長を立
て、各委員会委員長を励まし、メンバー全員が楽しいク
ラブライフを過ごせるよう縁の下で支えることに尽き
ると思います。今期も楽しくやりましょう。
また、久しぶりに会報・広報の担当となりました。み
なさん、個人的な事柄でもOKです。どんどん情報発信の
場として利用してください。但し、原稿は締切厳守でお
願いします。

B副会長＆会報・広報委員長

石川 敏也

本年度書記を仰せつかりました相川です。久しぶりの
書記となりますので、なにぶんバタバタすると思いま
すが、石川前書記のすべてに行き届いていた活動に少
しでも追いつけるように対応していきたいと思ってお
ります。一年間よろしくお願い致します。

書記

相川

毅

7月1日（金）午後5時より三島市役所前駐車場におい
て第66回社会を明るくする運動の出発式を行いまし
た。三島クラブは三島広小路駅前でチラシ配りをしま
した。参加者は岡田会長以下、相川、青木、長澤、日吉、藤
田、渡邉、鈴木の計8名。解散後、焼き肉のムクゲで第1回
役員会と親睦会（相川、青木、日吉、藤田、渡邉、石川、鈴
木の計7名）をしました。
また、翌7月2日（土）午後1時半より社会福祉会館に
て第66回社会を明るくする運動の小・中学校生徒ポス
ター表彰式に参加。
「特別賞」15点、
「入選」22点、
「佳作」
47点が選ばれ、三島ワイズメンズクラブ会長賞として
向山小学校5年生の正木莉菜さんが受賞しました。

ワイズ会長賞のポスターと岡田会長

CS・BF委員長

鈴木 忠雄

このところ、目標に副う実績が上がらなかった理由
の追求と反省をしっかりしながらメンバー20人を目指
し、今年度こそ全員が勧誘のアクションプランを立て、
行動に移す1年にしたい。

EMC・YMCA委員長

大村 俊之

今期は、基本方針にも掲げましたが、例会を楽しく盛
り上げ親睦を深めるとともに有意義な例会になるよう
努力致します。そのためには、卓話者の選定、内容等を
しっかり考えていきたい思っております。また、親睦委
員会とも連携をとり、一人でも多く入会したいな！と
思えるような内容を考えております。そして、例会出席
率も毎月100％をめざして頑張ります。皆様のご支援、
ご協力を宜しくお願いします。

プログラム・ドライバー委員長

渡邉 近子

今期は、三島ワイズメンズクラブ40周年のPRのため
京都クラブに訪問する予定です。また、京都訪問時に韓
国訪問を京都クラブと打合せします。

IBC・DBC委員長

青木 利治

