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羊の囲いに入るのに、
門を通らないでほかの所を乗り越えて来る者は、
盗人であり、
強盗である。
門から入るものが
羊飼いである。
（新約聖書 ヨハネによる福音書10章1－2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8月 三島ワイズメンズクラブ例会
親睦納涼例会
■日
■場
■受

時：2016年8月11日(祝・木)11:00〜
所：柿田川公園 柿田川湧水の道・かわせみ本館
付：藤田 小夜子Y’s

【第一部】
■司 会：日吉 和代Y’s
■点 鍾：岡田 美喜子会長
■開会の挨拶：石川 敏也Y’s
■ワイズソング斉唱：出席者一同
■ワイズの信条：青木 利治Y’s
■会長挨拶：岡田 美喜子会長
■ゲスト・ビジター紹介：岡田 美喜子会長
■誕生日・結婚記念日祝：親睦委員会
■書記報告：相川 毅書記
■委員会報告：各担当委員会
■閉会挨拶：鈴木 忠雄Y’s

東日本区理事より
東日本区理事

利根川 恵子

三島クラブのみなさま、こんにちは。去る7月19日に
三島、沼津、御殿場ワイズメンズクラブの合同初例会が
盛大に開催され、2016-2017年度が華々しくスタート
したことに対し、まず心からお祝いを申し上げます。特
に、今年度は、国際会長、東日本区理事とともに、３クラ
ブがすべて女性会長という偶然が重なり、女性パワー
全開の年度になることと今から楽しみです。
さて、三島クラブにおかれましては、来期に40周年を
迎えるという長い歴史の中で、これまでも「だがしや楽
校」の野菜栽培や「社会を明るくする運動」支援など、地
域に密着した奉仕活動を着実に実施してこられたこと
に深甚の敬意を表します。さらに、地域の中でワイズメ
ンズクラブの存在感を示そうと新しい事業を模索する
など、ワイズ運動を担う人々の模範ともなるようなク
ラブの姿勢は、必ずや貴クラブが目指す会員数20名達
成につながるものと信じます。
「出会いと絆に感謝しよ
う」という主題のもと、
「謙虚」を座右の銘として活躍な
さる岡田美喜子会長がリーダーシップを存分に発揮さ
れ、クラブのみなさま全員が一丸となって目標達成に
邁進なさることを期待いたします。

■点

鐘：岡田 美喜子会長

【第二部】納涼懇親会
■司 会：日吉 和代Y’s
■食前の感謝：小野 和昭Y’s
■乾 杯：岡田 美喜子会長
■会 食：みんな一言、楽しく自分を語ろう
■スマイル・出席率報告：親睦およびプロ・ドラ委員会
■閉会挨拶：藤田 小夜子Y’s
Happy Birthday

8/ 6 杉村メネット
8/24 杉村Y's

Happy Anniversary

なし

折しも、今年度は東日本区設立20周年となります。
この記念の年に、何とか会員数を1,000名に伸ばすこと
が、理事の最重要課題ととらえ、各クラブのみなさまに
も会員増強を声高にお願いしております。20周年記念
事業として、第2回東西日本区交流会の開催や記念誌の
発行なども実施してまいる予定ですので、これらの事
業を起爆剤として、東日本区の活性化を目指します。ど
うか三島クラブのみなさまにも、これらの記念事業に
積極的にご参加いただき、区の発展にも寄与していた
だきますようお願い申し上げます。
終わりに、岡田美喜子会長年度が実り多き一年とな
りますように、三島クラブのますますのご発展と会員
のみなさまのご健勝を心からお祈りし、年度当初のお
祝いのことばとさせていただきます。

利根川理事を囲んで～左から三島・沼津・御殿場会長

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8月 第2回 役員会議事録
日
時：2016年8月2日（火）19:00〜21:00
場
所：大村ワイズ邸
出席数：9名中9名（岡田会長/藤田A副会長/石川B副会長・会報広
報/相川書記/青木会計・IBC・DBC/鈴木CS・BF/大村EMC・YMCA/渡
邉プロドラ/日吉親睦）＋1名オブザーバー（杉村）
報告事項

■07/01（金）社会を明るくする運動街頭宣伝＠三島広小路他 メン
バー 8名 岡田会長/藤田/相川/長澤/鈴木/青木/渡邉/日吉 ■07/01
（金）第一回役員会＠ムクゲ メンバー8名 岡田会長/藤田/相川/鈴木/
青木/渡邉/日吉/長澤 ■07/01（金）親睦会＠ムクゲ メンバー6名 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＠社会福祉会館 メンバー 2名 岡田会長/鈴木 ■07/03
（日）恵明学園七夕まつり準備作業＠恵明学園 メンバー4名 岡田
会長/藤田/青木/日吉 ■07/06（水）第一回親睦委員会＠リバーサイ
ドガーデン メンバー2名 日吉/藤田 納涼例会会場の関係で、柿田川
公園に視察、開催場所決定 ■07/12（火）社会を明るくする運動 ス
ポーツ交流大会＠長伏グラウンド メンバー1名 岡田会長 ■07/15
（金）緊急役員会＠相川事務所 メンバー6名 藤田/石川/青木/相川/
渡邉/日吉（長澤退会承認と、会計候補者選定）■07/17（日）富士山
部第一回役員会・評議会＠富士ロゼシアター 役員会1名 青木 評議
会4名 藤田/石川/相川/青木 ■07/19（火）沼津・三島・御殿場クラブ
3クラブ合同初例会＠ブケ東海 メンバー12名（入会者含む）
・メネッ
ト1名・ゲスト1名・ビジター30名 総出席者数74名（沼津11名／御殿
場19名含む）三島クラブ出席率86％ メーキャップ1名（長澤役員会）
修正出席率93％ SMILE10,500円 ■07/24(日) 農園作業 8:00～2時
間程度 宮澤様＋メンバー4名 鈴木/藤田/日吉/渡邉（急な決定だった
ため、メンバー全員に連絡できず）作業内容は、人参の種蒔きと草む
しり ■07/26(火) 40周年準備委員会第一回会議＠相川事務所 6名
石川委員長/藤田/相川/青木/日吉/渡邉 ■07/29(金) 市民すこやか
ふれあいまつり実行委員会＠市役所第1会議室 10:00～ 1名 岡田会
長 ■07/29(金) 街中だがしや楽校の会合@市民活動センター 19:00
～ 2名 岡田会長/鈴木 ■07/30(土) 第一回東日本区定款改訂委員会
13:00-16:00 日本YMCA同盟 1名 鈴木（富士山部増田部長の任命にて
参加）■07/30(土) 第一回東日本区メネット委員会＠日本YMCA同
盟会議室 13:00-16:40 大村知子メネット1名 引き継ぎ、委員の委嘱、
事業計画の協議等 ■初例会 11日 伊東クラブ7名（岡田/藤田/石川/
小野/鈴木/日吉/渡邉）13日 富士・富士宮6名（藤田/石川/青木/鈴木
/日吉/渡邉）20日 下田クラブ8名（岡田/藤田/石川/相川/小野/鈴木/
日吉/渡邉）25日 熱海クラブメンバー4名 メネット1名（岡田/藤田/
相川/青木/大村メネット）27日 熱海Gクラブ7名（岡田/藤田/石川/相
川/青木/日吉/渡邉）

今後のスケジュール
■08/02(火) 役員会@大村邸
■08/11(木) 納涼例会@柿田川かわせみ本館
■08/21(日) 街中だがしや楽校 8/20 13:00～打ち合わせ/分担等
8/21 5:50 雨天時の開催判断 8/21 6:30 メンバー 三嶋大社に集
会(芸能殿) 8/21 6:45-8:00 準備
■09/03(土) 東レアローズカップ
■11/13(日) 三島市民すこやかふれあいまつり@市民体育会
協議事項（岡田会長／相川書記）

■議題 長澤様退会に伴う、役員変更の件 会計を青木Y'sにお願いし
たい。副書記及び直前会長は不在としたい。▶結論 承認されました。
会計予算の関係から、来期に向けて運営方法、会費等検討が必要と思
われる。
■議題 社会を明るくする運動「スポーツ交流大会」参加と祝儀につ
いて 本年度、来賓として参加するも、祝儀なし。来年度以降参加及び
祝儀の検討▶結論 CS委員会の行事として、来期以降も参加する。祝
儀は10,000円とする。承認。
■議題 三島ワイズメンズクラブの会則を検討する許可を頂きたい。
なお、検討委員会等は組織せず、今期の役員会で対応し、担当者のみ
役員内で依頼したい。(解釈の違い等をなくす、追加・削除・変更すべ
き規定の内容を再検討する等)▶結論 役員会内で検討をする。担当
者は書記とする。承認。
■議題 三島ワイズメンズクラブ40周年事業に係る費用拠出の件 周
年行事関連は、通例としてSMILEより拠出することになっているの
で、今期予算としてSMILEから会議・事務印刷費として50,000円及び

周年行事のSMILE及びYMCA基金の拠出を許可いただきたい。(実施
予算案策定のため)▶結論 今期の執行予算として100,000円とする。
今期来期とも、SMILEからの拠出とする。YMCA基金は、200,000円程
度維持し、残りを周年事業として拠出。承認。

会計（青木会計）

■報告 会費納入状況及び口座開設状況(開設済み)
会計口座:三島信用金庫 松本支店 普通預金 0234510 アオキトシハ
ル

CS・BF委員会（鈴木委員長）

■議題 東レアローズカップ(2016年9月3日)参加について▶結論 予
定通り参加する。内容は例年通り。チケット枚数は300枚、事前に相
川が用意。鈴木委員長に8/20までに渡す。当日の参加協力を宜しく
お願いします。
■報告 だがしや楽校 予定他 20日午後準備 次回例会にて参加要請
を行います。多いほど助かります。21日当日参加者確認、残りは例会
にて確認します。(現在:岡田/藤田/石川/青木/鈴木/大村/渡邉)

EMC・YMCA委員会
（大村委員長）

■報告 3クラブ合同例会にて、2名の入会式(光永様/杉村様)を行うこ
とができました。また、平井敏雄様をゲストとして招待しました。

IBC・DBC委員会
（青木委員長）

■報告 京都三井様より、韓国訪問宜しくお願いしますとの連絡あ
り。

プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）

■報告 例会案内一部プログラム変更。今期スマイルは親睦/出席率
はプロドラ報告とする。誕生日結婚記念日の表をプロドラへ。

親睦委員会（日吉委員長）

■打合 納涼例会について - 出席者確認及び手順等確認▶結果 雨天
時は、12:30の集合とする。他は、プログラム通りの実施とする。

会報広報委員会（石川委員長）

■報告 原稿依頼 東日本区理事・富士山部部長・東日本区メネット委
員長・京都クラブ会長・岡田会長・光永Y's(YMCA)、杉村ワイズ入会抱
負他

40周年準備委員会（石川委員長）

■議題 40周年記念例会の開催時期：41年目の始まりは、2017年10
月7日 10月の第3日曜日とするか？▶結論 2017年11月の例会を40
周年記念例会とし、特別な会場、催事をもってして出来るだけ盛大な
記念例会とする。仮に40周年記念例会の開催日を2017年11月18日
（土）と予定する。※京都クラブなど遠方よりの参加が見込まれるた
め土曜日開催とする※会場の都合により変更となる場合あり 会場
の候補について●第1候補：三島駅北口の日大国際関係学部ビル※
駅に近い、日大との関係継続を兼ねる●第2候補：東レ研修センター
※駅に近い、過去に開催実績あり●両施設ともに岡田会長に打診依
頼（空き日・使用料の確認）●次回の委員会開催までに確認
■議題 準備員会の定期開催：7月26日（火）を第1回の開催とし、以
降、第4火曜日を準備委員会の定期開催日とするか？▶結論 具体的
な流れが出来るまでは毎月開催とし、第4火曜日を開催日とする。
■議題 開催予算：スマイルからの拠出は可能か？実施までのスマイ
ル額は？▶結論 スマイル：約160万円、YMCA基金：約40万円 計200
万円 実施までの約1年間でプラス12万円●8月役員会にて承認して
いただく予定
■議題 40周年記念事業：記念例会、イベント（講演・公演など）、記念
誌、記念品、記念アイテムなどの作成▶結論 記念例会とは別に記念
事業を開催することとする。●記念事業としてウォークラリーの開
催を第1候補とする（過去に実施経験あり）●開催時期は2018年4月
1日（日）を予定※過去の経験上、桜のきれいな4月開催がベストと思
われる。

在籍者

14名

ゲスト

出席者

12名

ビジター

61名

出席率

86％

スマイル

10,500円

1名

スマイル累計

10.500円

93％

総出席数

メーキャップ
修正出席率

1名

74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
ので、もう一度、ク
ラブの歴史や活動
に関して、自分なり
に感じることを皆
さんとお話ししな
がら参加できれば
ありがたく思いま
す。YMCAとの「ブ
リッジ」を役割とし
て、今後とも皆様か
らのお声掛けをおまちしております。何なりと。

杉村 勝巳
この度、三島ワイズメンズクラブに入会させて頂き
ました杉村勝巳と申します。入会したこととクラブで
活動してみたいことについて文章依頼がございました
ので、僭越ながら一筆ご挨拶申し上げます。
昨年度、私は三島市で映画作りのためお手伝いをし
ていました。坂小学校も撮影現場でした。大村さんと私
が、100人のエキストラさんやまかない班さんをまと
める係でした。12時頃に撮影開始予定でしたが、撮影
班・役者さんが時間になっても到着せず、1時間以上エ
キストラさんを待たせていました。エキストラさんに
は、坂地区の子どもから高齢者までいらして、昼食時間
も大幅に越していたため、大村さんが「杉村さん、僕た
ちスタッフ・役者さんの昼食をエキストラさんに配り
ましょう!」と言われました。私も「そうしましょう!」と
一つ返事しました。すぐに事務局に相談し確認が取れ
たため、大村さんと一緒におにぎり・豚汁を配りまし
た。その時の大村さんの笑顔と、受け取る子どもたち・
おじいちゃん・おばあちゃんの笑顔が忘れられなく印

記念撮影・三クラブ合同初例会にて

象的に心に残りました。この決断をした大村さんに深
く感銘を受けました。
日頃より私が「施し」について持っている信念がござ
います。それは、妙心寺元管長でありました山田無文老
師の「施しとは何ぞや?」の問答で、老師のお答えになっ
たお言葉の中に「自分を勘定に入れない施し」または
「福、わしゃいらん」がございます。まさに、その老師の
実践と大村さんの実践が、ぴたっと重なり合いました。
それ以来、私の中で大村さんには一目をおいて接しよ
うと思うようになりました。
そして今年、大村さんとラジオ番組でご一緒させて
いただきました。その話した内容を沼津ワイズメンズ
クラブの卓話でも話していただきたいと依頼がありま
した。不束者の私のお話しを先輩方を前にお話しする
のはどうかと思いましたが、恥かきどころと思いお受
けいたしました。その出会いから、ワイズメンズクラブ
への入会に至ったのと、三島ワイズクラブさんには藤
田様・青木様もいらして、すでにお付き合いもございま
したので、三島クラブさんの方に入会させていただき
ました。
三島クラブで活動してみたいことについては、皆さ
まの思いに寄り添い、謙虚な姿勢で楽しく活動してい
きたいと思います。これからよろしくご指導ください
ますようお願い申し上げます。

7月例会報告
B副会長／会報・広報委員長

7月19日（火）の三クラブ合同初例会は、三島クラブが
ホストとして沼津クラブ、御殿場クラブご協力のもと
総出席数74名という盛大なものとなりました。
何よりも光永氏、杉村氏2名の入会式を執り行えた
ことが三島クラブに新たな自信と責任感を植え付けて
くれたように思います。久しぶりの厳粛な例会の空気
に入会後2～3年のメンバーも今までと違った三島ク
ラブを感じていただけたのではないでしょうか。また、
チャーターおよびそれに近いメンバーには30～40名
いた頃の三島クラブが思い起こされて懐かしかったの
ではないでしょうか。
卓話は、新入会者でありながら東日本区事務所連絡
主事であり日本YMCA研究所の副所長という光永氏に
「YMCAによる熊本震災報告」をしていただきました。
テレビやネットで伝えられる情報とは違った実際に体
を動かしてきた者の声に皆さんが注目しておられまし
た。とても有意義な初例会であったと感動しました。

「YMCAのことを楽しく、みんなで学んでみませんか」②
YMCAとは?歴史的背景を学びましょう。
Cが原点
YMCAは、1844年にイギリスのロンドンで誕生した
団体です。当時の世界は、産業革命の時代で、大量生産
大量消費などがイギリスを中心として始まっていまし
た。YMCAの創設は、ジョージウィリアムズら12名の仲
間たちの祈りから始まりました。彼は、ロジャー・ヒッ
チコック商会という商店に勤務していましたが、そこ
で、重労働にさらされ生活苦の青少年たちのことを思
い、祈祷会などで祈りをささげていました。そのなかか
らYMCA運動が始まりました。1855年には、パリ万博が
開催されまたしが、その時に現在のYMCAの連帯のルー
ルとなる「パリ基準」が採択されています。その時、10年
近く経過したばかりでしたが、北米やヨーロッパから
もYMCA代表者が集まるほどに、YMCA運動は急速に世
界に広がりました。その当時、多くの青少年団体が誕生
しました。しかし、100年を超えた現在まで働きが続い
ている団体としては、YMCAは稀有な存在と言えます。

石川 敏也

東日本区連絡主事

光永

尚生

その理由は「世界を見つめ地域に生きる」
「連帯と志を
持つYMCA」そして、何よりキリスト教の「精神」を持つ
団体であることが、今でも最重要ではないかと考えら
れています。
YMCA国際青少年センター東山荘は、明治の学生達の
夏季学校の常設研修施設として建設されました。それ
までの全国の学生たちの研修は箱根や都内でしたが、
東山荘の開設が、今から100年前の青年たちの活動に
大きな影響を与えたことは、第4回目の夏季学校交換者
である、内村鑑三の「後
世への最大遺物」(岩波
文庫)からも見て取れま
す。皆様には、一度、落合
氏著の「東山荘ものがた
り」をお読みいただく機
会を設けたいと思って
おります。お楽しみに。

THE Y'S MEN'S CLUB OF MISHIMA

お祝いのことば
富士山部部長

増田 隆

三島ワイズメンズクラブの皆
様はじめ、岡田美喜子会長様の
スタート誠におめでとうござい
ます。岡田会長主題の「出会いと
絆に感謝しよう」を合言葉に歴
史と伝統ある三島クラブの活動
は目を見張るものがあります。
岡田会長の活動目標・重点事項
にあります「CSの活性化、地域社
会とのかかわりを深める」はま
さにワイズメンズクラブの原点ではないでしょうか。
奉仕クラブとして地域社会とのかかわりは大切なこと
です。特に三島クラブの活動は地域と密着した事業を
展開して三島市民の皆様に三島クラブここにありとい
うような地味ですが素晴らしい活動を続けているとこ
ろが三島クラブの良さだと思います。初例会ではお忙
しいなかを豊岡武士市長が馳せ参じ祝辞を述べられま
したことは三島クラブの日頃の地域奉仕活動等が評価
されているものと感じました。次年度はクラブ創立40
周年ということで楽しいクラブ運営と、より地域に密
着した事業そして三島クラブの益々の発展を祈念申し
上げます。

東日本区メネット委員長

相磯 優子

2016-2017年度のスタートに
お祝い申し上げます。初例会で、
お二人の新入会員をお迎えにな
り、華々しいスタートをきられま
したことは、沼津クラブの一員と
しても、東日本区メネット委員会
としても喜ばしい限りです。私ど
ものクラブの卓話にお越し頂い
たことが、ワイズメンズクラブと
の縁と仰って頂いた杉村ワイズ。
また、光永ワイズには、東日本区
メネット委員会が長年にわたり
継続しております“絵本を贈る活
動”に多大なるご尽力をお願いす
ることとなります。まさに、岡田
美喜子会長主題の「出会いと絆
に感謝しよう」ですね。来る40周
年、様々なCS事業の展開など活発
な年度になられることを期待しております。
結びにあたり、東日本区メネット委員会からの告知
をさせて頂きます。今年度からのメネット委員会が支
援する新たな国際プロジェクトは“シエラレオネの戦
争被災児の教育”と“イタリア・シデルノの「早く学び、賢
くなろう!」”(難民への語学教育、就労支援など)です。東
日本区各クラブに主旨をご理解頂き、献金をお願いし
て参ります。どうぞ東日本区メネット委員会へのご理
解とご協力をお願い申し上げます。

京都ワイズメンズクラブ会長
三島ワイズメンズクラブ、岡
田美喜子会長様はじめメンバー
の皆様、スタート誠におめでと
うございます。40周年を控えた
夢ある船出に京都クラブとして
お喜び申し上げます。
2013年11月には三島クラブ
の例会におじゃまし2015年3月
には当時の青木利治会長もあわ
せて7名のメンバー様が京都ま

三保 俊幸

でお越し頂きました。京都伏見の酒蔵めぐりや坂本龍
馬ゆかりの寺田屋などの散策から、はや一年が過ぎて
います。
私どもも来年70周年を前に「さあ、もう一度みんな
で」と主題を決め幾つかの工夫をすすめ奮闘のまった
だ中です。
ブリテンを拝見し、私と岡田会長とは同期入会と知
りました。会長主題「出会いと絆に感謝しよう」に共感
しメンバー一同応援して参ります。課題を見つめて楽
しく一年、活動しましょう。次の機会にお会いできる事
を楽しみにしています。

初例会を終えて
会長

岡田 美喜子

7月はワイズメンズクラブの初例会月です。
三島クラブは、7月19日に沼津クラブ・御殿場クラブ
と共に、ブケ東海三島にて初例会を開催しました。当日
は、富士山部の増田部長の公式訪問をはじめ、ご来賓に
豊岡三島市長、そして、他クラブからも多くのワイズメ
ンにご参加いただきました。改めて、感謝申し上げま
す。
また、沼津クラブの渡邉会長のご協力のもと、2名の
入会式も滞りなく執り行うことができましたことに安
堵しています。
私は、日頃の不摂生がたたり、11日頃より咳が出始め
38度前後の熱が1週間続くなど、会長として出だしから
三島クラブのみなさんに大変なご心配とご迷惑をお掛
けする中での開催でした。
しかし、三島クラブの初例会はもとより、他クラブの
初例会にも毎回7～8人のメンバーに参加して頂き、道
中の会話も楽しく、たくさんの意見交換ができました
ことは大変有意義な時間でありました。会長主題の「出
会いと絆に感謝しよう」に一歩近づけたかと思います。
また、訪問ごとに会長としてご挨拶させていただき
ましたが、こうして会長としての自覚ができていくの
だなあと学ばせていただきました。
まだ、今期が始まったばかりではありますが、三島ク
ラブのメンバーと力を合わせて、楽しく1年間を過ごし
て行きたいと思います。

三クラブ合同初例会での三島クラブ入会式

新メンバーよりご挨拶
光永 尚生
2016年7月の入会式は、私にとって2回目の経験でし
た。
三島クラブで何をしたいかではなく、何をさせてい
ただけるかという気持ちでおります。富士山部のクラ
ブの皆さんとは、いろいろなところでの交わりの機会
があったのですが、実際に入会させていただきました

