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わたしたちの「内なる人」は日々新たにされていきます。

（コリントの信徒への手紙二 4章16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9月 三島ワイズメンズクラブ例会
9月例会
■日
■場
■受

■卓

時：2016年9月20日(火) 18:30〜
所：アモール・エテルノ・リオ
付：鈴木 忠雄Y’s

■司 会：青木 利治Y’s
■点 鍾：岡田 美喜子会長
■開会の挨拶：渡邉 近子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
■食前の感謝：石川 敏也Y’s
■会 食

話：
「頭の体操(ひもの知恵の輪)」
田村 和幸 氏
■書記報告：相川 毅書記
■委員会報告：各担当委員会
■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：鈴木 忠雄Y’s
■点 鐘：岡田 美喜子会長
◎臨時開催：東日本区定款見直し検討会
（東日本区定款改訂委員会 鈴木 忠雄）
Happy Birthday

9/29 岡田パートナー

Happy Anniversary

なし

8月納涼例会報告
副会計・プロドラ委員長

渡邉 近子

8月11日(祝・木)に恒例の納涼例会を開催しました。
今回の参加者は、メンバー8名と相川メネット計9名で
した。連日の猛暑の中、11時に集合で柿田川公園・柿田
川湧水の道を約1時間かけ散策をしました。
何年かぶりに訪れた柿田川湧水を見て、冷たくきれ
いな水には、感動させられました。県外からも多くの
観光客などがきて、湧いている所を実際見てスマホで
取ったり感動しておりました。多くの家族連れは、川の
中に入っており楽しんでおりました。身近にいてなか
なか来ることがないので、今回の散策は良かったです。
12時30分から、かわせみ本館にて例会並びに親睦会を
行いました。お豆腐を中心にお料理とお酒をおいしく
頂き、満足いたしました。
また、光永ワイズより差し入れして頂いたスイカも
本当においしかったです。ありがとうございました。今
回の例会は、親睦委員会の企画により大変楽しい例会
でしたが、参加者がすくなかったのが非常に残念でし
た。
これからの例会も、多くの参加者をお待ちしており
ます。そして、出席率100％をめざしましょう！

藤田・日吉・渡邉・相川メネットの女性4人組

相川・石川・鈴木・青木・小野の男性5人組

THE Y'S MEN'S CLUB OF MISHIMA

特別企画

第72回 国際大会 in 台北 理事報告
東日本区理事

利根川 恵子

2016年8月4日
（木）

開会式を待つ参加者。会場の一番後ろ左側で立ってい
る2人が私と東広島クラブの谷本康秀ワイズ。今大会の
ほとんどを二人で同時通訳の奉仕をさせていただきま
した。

IPIP ナイトで交流

台湾・桃園（Taoyuan）
クラブのみなさんと。
マーシャルとして大
活躍でした。
韓国・安山（Ansan）エ
バーグリーンクラブ
のみなさんと。

ド・オン直前アジア会長が見守る中、就任式が執り行わ
れました。右のバナーが新しいアジア太平洋地域のバ
ナーです。ちなみにアイザック・パラティンカルさんも
ホストファミリーの一人で、国際大会・地域大会のたび
にお会いできるのを楽しみにしています。

就任式後、アジア太平
洋地域会議が開かれ、7
地区の理事が勢ぞろい
で臨みました。
IPEナイト地域文化紹
介パフォーマンスで
は、東西日本区が合同で「花は咲く」を合唱。歌う前にこ
の歌が東日本大震災の
被災地を応援する歌で
あること、私の右の石
巻広域クラブ・西村富
子さんも被災者で新し
く誕生したクラブに入
会したことをお話しま
した。会場のみなさん
が大きく頷いて聞いて
くださったのが印象的
でした。

2016年8月6日
（土）

2016年8月5日
（金）

2012年1月にBF代表としてイ
ンドに3週間派遣していただい
た折に、ホストファミリーだっ
たスーザン・ジェイコブさん（イ
ンド・バンガロア・カントンメント・クラブ）と4年ぶり
の再会。今大会の中で最もうれしい出来事の一つでし
た。
午後のワイズメン・フォーラム（分科会）は、
「YMCAとの
パートナーシップ」に参加。こちらでもひたすら通訳。

東京クラブ、京都キャピタルクラブ、台北アルファクラ
ブのトライアングルIBC締結式が行われ、理事として立
ち合いました。東京多摩みなみクラブの田中博之ワイ
ズ（写真中央）が、アジア太平洋地域のIBC事業主任とし
て証人を務めました。国際的な交流を通して各クラブ
の発展を祈念します。

2016年8月7日
（日）

続いて、今年8月4日に誕生したアジア太平洋地域の、初
代会長としてタン・ミン・シャオ会長が就任。アイザッ
ク・パラティンカル元国際会長の司式のもと、エドワー

いよいよ閉会式。最後までマイクを
付け、メモをとりながら必死の通訳
でした。原稿に目を通し、専門用語
も予習をして、通訳ブースに入っ
て、2人一組で15分ごとに交代とい
う本格的な会議通訳とは異なり、
ぶっつけ本番、音は反響して聞き取
りにくい、強いなまりの英語、などなど、厳しい条件の
もとでの通訳です。イヤホンで聞いてくださった方々
にはお聞き苦しい日本語だったと思います。お恥ずか
しいのですが、本人は頭の体操として楽しんでいます。
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「だがしや学校」
～恵明学園児童部園児も参加
CS・BF委員

東レアローズカップに参加して

杉村 勝巳

子ども達の夏休みがそろそろ終わるころ、8月21日に
三島大社にて「だがしや学校」がありました。私は、静岡
恵明学園児童部に勤務していますが、今回は三島ワイ
ズのブースをお手伝いに静岡恵明学園児童部の園児も
参加させていただきました。出店した物は「ペットボト
ル小物入れ」の工作で、来られた子どもに色付けの指導
をしたり、お客様の呼び込みをお仕事として体験いた
しました。始めは照れながら無言でしたが、段々と慣れ
てくると自分からお客様に話しかけることができまし
た。なかなか社会体験の少ない園児たちなので、こうし
て三島ワイズの方々のご支援を頂けたことは、子ども
達の成長になったと思います。
一日を通して、手作り工作のブースにたくさんの親
子が見えてくれました。今後とも、機会がございました
らお力添えを児童養護施設によせて頂けたらありがた
いです。私も、三島ワイズの方々のお仲間に加わらせて
頂けたことで、少し世界観が広がってまいりました。
最後に、この活動を先頭に立って取りまとめて下
さった会長の岡田様をはじめ、この工作のアイディア
を考えてくださった三島ワイズのみなさまに感謝いた
します。

CS・BF副委員長

日吉 和代

9月3日（土）、東レアローズカップに岡田会長はじめ、
青木、小野、藤田、渡邉、鈴木、日吉の7名が参加した。真
夏の厳しい暑さの中、朝8時半、東レ体育館にてオープ
ニングセレモニーが開かれた。参加は18チームで、激し
いリーグ戦が東レ体育館、日大体育館と2か所に分かれ
開始された。
我がワイズメンバーは飲み物のセッティング終了
後、応援したり子供たちと話したり、楽しい時間を過
ごし、10時から午後2時まで飲み物の提供を行った（約
255人以上の方に提供）。
最後、どのチームが優勝したのかも確認せずに体育
館を後にし、遅い昼食を皆で食べ、反省会をした。子供
たちの初々しい姿、頑張って一つのことをチーム全体
で戦っている姿を見ることは本当に楽しく、とても頼
もしく感じた。

杉村ワイズによるお茶席
IBC・DBC委員長

記念撮影・だがしや楽校 2016 本部前

青木 利治

新入会員の杉村勝巳ワイズが8月16日、三島の夏祭
りに宮さんの川にて、竹で作ったお茶室でお茶をふる
まいました。若い男女が風流だと興味をもってお茶を
いただいていまし
た。近所の方々も喜
んでお茶をいただ
いていました。
三島クラブから
は藤田小夜子さん
と青木利治も川床
お茶室にて、美味し
いお茶をいただき
ました。

「YMCAのことを楽しく、みんなで学んでみませんか」③

東日本区連絡主事

YMCAの国内、国際の関係性を考えてみましょう

光永

尚生

グスの要素に近いかもしれません。日本YMCA同盟は、
公益財団法人格を有し、内閣府の管轄下ですが各ロー
YMCA手帳より、2015年6月時点での現勢を見る
カルYMCAでは、内閣府と都道府県の管轄で、公益財団
と、世界の国と地域のYMCAは、119、国内の加盟して
法人などの運営を行っています。国際的な関係では、
いる都市YMCAは35、大学YMCAは37大学、
会員数は
他の国のYMCAとのダイレクトな関係を持つローカル
137,901人。常勤の職員数・教員数は2,689名となっ
YMCAは多いのですが、長年の歴史を各YMCA同士で積
ています。また、役員と委員は2.959名で、30才までの
み上げると同時に、ローカルに対し
ユースボランティア数は8,364名となっています。会館
てナショナルと呼ばれる、各国の同
拠点数は211か所、キャンプ場26か所、ホテル
盟、アジア、アメリカなどの地域の
研修センターは12か所です。この数字を皆さんはどの
同盟が連携するなどの組織行動を
ように思われますか。ワイズメンズクラブも東西合計
有しています。この繋がり=連帯を
で2,500名くらいの会員数ですが、多くの方がYMCAの
カテゴリーの何れかに所属されています。日本のYMCA 可能にするものが、1855年にパリ万
博の際に創られた「パリ基準」です。
では、法人格を取得していますが、公益財団法人、NPO
「連帯」というキーワードです。日本
法人、学校法人、社会福祉法人があります。一部では有
YMCA同盟の機能は、
「連絡」
「調整」
限会社としても運営されています。ある種の複数法人
経営団体ですが、各都道府県のYMCAは、
「連帯」してい 「代表」であるといえますが、多くの
時代的な課題はいつも変化していま
ますが、同一法人ではなく各自独立した法人格である
す。
という点はユニークです。会社組織では、ホールディン
台風直前の東山荘「黙想館」からの富士山→

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9月 第3回 役員会議事録
日
時：2016年9月6日（火）19:00〜21:00
場
所：大村ワイズ邸
出席数：9名中8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/日
吉親睦）＋1名オブザーバー（光永）
報告事項

■08/02（火）第二回役員会@大村様邸 岡田会長/藤田/石川/相川/鈴
木/大村/青木/渡邉/日吉 義務者9名 杉村 合計メンバー10名
■08/11（木）納涼例会@柿田川かわせみ 藤田A副会長/石川/相川/
青木/小野/鈴木/日吉/渡邉 メンバー8名 相川メネット 計9名 出席率
62% メーキャップ岡田/大村/光永/杉村4名 修正出席率 92%
■08/20（土）街中だがしや楽校準備@三島大社 岡田会長/日吉/鈴木
3名
■08/21（日）街中だがしや楽校@三島大社 岡田会長/藤田/石川/杉
村/渡辺/鈴木 6名 恵明学園から3名参加
■09/03（土）東レアローズカップ協賛 岡田会長/青木/小野/日吉/藤
田/渡辺/鈴木 7名

今後のスケジュール
■09/06（火）役員会＠大村邸
■09/11（日）8：00～ 農園作業
■09/20（火）三島クラブ9月度例会
■09/25（日）富士山部会＠13:00～ 富士樟泉閣 登録費5,000円
出席予定者 岡田/藤田/石川/相川/青木/鈴木/渡邉/光永/杉村/大
村/大村メネット（メンバー10、メネット1※メネットは東日本区
メネット書記として）欠席者 佐藤/小野/日吉
■10/09（日）YMCA東山荘新本館献堂式 12:00から（例会時に出
欠取りまとめ、光永Ysへ）
■10/15（土）10:00-12:00 東山荘清掃ボランティア（例会時に出
欠を取ります）
■10/16（日）見晴フェスティバル
■11/13（日）三島市民すこやかふれあいまつり＠市民体育会
■11/26（土）東日本区メネットの集い（東京）
協議事項（岡田会長/相川書記）

Ys欠席予定のため、10月で対応。
■報告 メンバーの誕生日、結婚記念日のデータ化と親睦委員会への
送付対応。

会報広報委員会（石川委員長）

■報告 原稿依頼 例会報告：渡邉（済）連載YMCA：光永（済）国際大会
の報告：利根川理事（9/16（金）ころ）だがしや楽校実行委員長として
のお礼：岡田会長 東レアローズカップ：日吉Ys だがしや楽校ブース
参加：杉村（9/13（火）ころ）
■議題 ブリテン構成（月例報告等）について メネット、コメット等の
参加記録及び古切手他の表示の有無等の検討▶結論 メネット欄は
表示。コメットその他は、参加者があった場合に記録に残してい
く。古切手、プルタブは例会時に集め、その記録（持参者/量）を議事録
に掲載。年度総量をブリテンに記録。

40周年準備委員会（石川委員長）

●40周年記念例会の開催日を2017年11月18日（土）と予定する。
（会
場の関係で再検討が必要）
●会場の候補は、第1候補：三島駅北口の日大国際関係学部ビルは高
額のため断念 第2候補：東レ研修センターは来年4月以降でないと予
約は不可 第3候補：三島プラザホテルを最有力候補とする。但し土曜
の場合は11:00、日曜は17:00以降でないと予約できない。再検討が
必要。
●例会の催し物として、三島農兵衛節、しゃぎり、恵明学園、三島北高
の箏曲、日大のブラバンなどを候補とし紹介者を探す。
●40周年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）。日大のチアリーディン
グにも参加していただけないか検討。また、メンバー全員に記念事業
についての意見を聞き、9月例会までにまとめる。
●他の記念事業として、小中学生による三島の街・絵画展および高齢
者向け花の街・フォトコンテストの開催を検討。記念例会にて表彰式
を開催したい。役員会にて会場の再検討として、日大国際7Fの食堂
（5,000円/1時間）を検討してみてはどうか。ただし、日曜日でないと、
学生とのバッティングがある。

■議題 富士山部会の件（交通手段・登録料他）現在の出席予定者 岡
田会長/藤田A副会長/石川B副会長/相川/青木/渡辺/光永/鈴木/杉村
/大村/大村メネット 現在の欠席者 佐藤/小野/日吉▶結論 交通手段
は、鈴木Ys（車）に同乗者大村Ys, 大村メネット。それ以外は電車で時
間等は書記が取りまとめ、例会時に案内します。
■議題 国際議員推薦依頼の件（当日、資料配布します）アジア太平洋
地域選出国際議員（アジア太平洋地域会長）候補者推薦について▶結
論 三島クラブから推薦者はありません。
■議題 シニア ワイ・ワイ・ワイ キャンプ 案内の件（12/22-24 東京
YMCA山中湖センター 主催東京むかでワイズ）詳細は、当日資料配布
します。▶結論 参加する人は、それぞれで申し込みをしてください。

会計（青木会計）

■議題 会費納入状況等▶結論 会費未納入者 石川/佐藤のみ 長澤 退
会に伴う経費の支払いはまだ。会計より、振り込み依頼を送付。

CS・BF委員会（鈴木委員長）

■報告 農園作業 8/11（木・祝）8:00～
■報告 だがしや楽校 対応者数240名 参加メンバーは別掲
■報告 東レアローズカップ 参加18チーム 会場 東レ/日大大講堂
飲み物253チケット分
■議題 すこやかふれあい祭りの出店について▶結論 野菜の販売と、
輪投げ（景品あり）で検討。今後も意見徴収。

EMC・YMCA委員会
（大村委員長）

■報告 なし（全メンバーの協力をよろしくお願い致します。）

IBC・DBC委員会
（青木委員長）

■報告 京都クラブIBC訪問で訪韓。その時に釡山FCの状況を確認に
同行予定 ただし、日程未定

プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）

■議題 9月例会プログラム検討（定款変更に関わる件の意見交換を
するのであれば、時間を確保したい）▶結論 定款の打ち合わせを例
会終了後、20:45～実施（鈴木Ys/書記）

親睦委員会（日吉委員長）

■議題 光永Ys, 杉村Ysの歓迎会を実施予定▶結論 9月例会は、光永
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○ 出席率100％に挑戦！メーキャップをわすれずに！

