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今日ダビデの町で、
あなたがたのために救い主がお生まれになった。
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12月 三島ワイズメンズクラブ例会
12月例会
■日
■場
■受

時：2016年12月25日(日) 14:30〜
所：静岡恵明学園 児童部 三島市笹原新田81-1
付：石川 敏也Y’s

【第一部】
■司
会：▶青木 利治Y’s
■点
鍾：▶岡田 美喜子会長
■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
■書記 報告：▶相川 毅書記
■委員会報告：▶各担当委員会
■閉会 挨拶：▶青木 利治Y’s
■点
鐘：▶岡田 美喜子会長
※クリスマス会準備：▶親睦委員会

【第二部】
■クリスマス会開始（15時～）
■ワイズメン入場
■恵明の子供達による学芸会
■恵明の子供達とワイズメンとの交流
（ゲームなど）
■食事会
■プレゼント贈呈
■クリスマス会終了（18時30分）
Happy Birthday

12/4 相川Y's・12/11
渡邉M・12/20 佐藤Y's

Happy Anniversary

該当者なし

11 月例会報告
親睦委員長

日吉 和代

朝 晩 冷 え 込 み が 身 に し み る 季 節、11 月15 日
（火）、アモール・エテルノ・リオにて、ゲスト坂倉
園美様、杉谷美砂様2 名とビジターに沼津クラブ
平野・山野・泉ワイズ3 名、大村メネットと多くの
ゲストを迎え、岡田会長の点鐘に始まり、にぎやか
な例会が開催された。
ゲストの泉ワイズより「ロールバック・マラリ
ア」の話や卓話で「口と全身のつながりを考える
噛むことの効用」のテーマで講師として歯科衛生
師坂倉園美氏を迎え、お口の健康、かむことの大切
さ、お口のアンチエイジング等やさしく話してい
た だ き、日 々 の 食 事
の 大 切 さ、歯 の 大 切
さ、か む こ と の 大 切
さをあらためて再認
識しました。
とても充実した例
会でした。

祝・誕生日（鈴木ワイズ、大村メネット）

THE Y'S MEN'S CLUB OF MISHIMA

三島市長を表敬訪問しました！
会長

岡田 美喜子

平成28 年11 月25 日、三島クラブメンバーとと
もに三島市役所を訪れ、豊岡武士三島市長を表敬
訪問しました。
表敬訪問の目的は、ご寄附と三島クラブが来年
40 周年を迎えるにあたってのご協力のお願いで
す。
ご寄附については、
「市民すこやかふれあいまつ
り」でバザーを行った際の売上の一部を、三島市の
福祉の向上に役立ててもらおうと贈呈させていた
だきました。ご寄附をするとともに、
「 市民すこや
かふれあいまつり」において、三島クラブ箱根西麓
農園で栽培した大根等の朝採れたて野菜を販売し
たこところ、多くの市民のみなさまにお買い上げ
いただき売上にご協力いただいたことをご報告さ
せていただきました。
また、三島クラブは来年度40 周年を迎えること
から、40 周年準備委員会会長の石川ワイズより概
略を説明させていただき、さまざまな事業に市役
所のご協力をいただきたいとお願いしました。市
長からは、三島市がすすめるノルディックウオー
キングとのコラボ等もご提案いただきました。
当日は、市長のほか、教育委員会や健康づくり課
などの職員にもご参加頂き、市長面談後は今後の
予定などの相談にも乗っていただきました。
市長からは、三島クラブの活動をお褒め頂き、
「三島市政80 周年の際には表彰させていただきた
いので、今後も地域貢献にご尽力いただきたい」と
期待のお言葉をいただきました。
市長表敬訪問に際し、静岡新聞より取材してい
ただきました。

やさつまいもを予め収穫、大村邸で保管していた
だいた。キャベツと大根は採れ立てがいいだろう
と当日の早朝から相川、日吉、大村メネットの3 名
が収穫からトラック搬入までを行った。私は仕事
の都合で遅くなり搬入のみお手伝いを。申し訳あ
りませんでした。とにかく新鮮な野菜はスーパー
などでも高値を付けていたこともあってイベント
開始前より購入者が押し寄せて大混雑、大根約80
本は開始後10 分で完売となってしまった。続いて
30 分後にはキャベツが売り切れ、大盛況でした。
その後もニンジン、さつまいもと順調に売り切っ
てしまい、焼き芋と輪投げ大会は余裕をもって行
うことが出来ました。参加は、岡田会長、藤田、石
川、相川、青木、大村、渡邉、日吉、小野、杉村、大村メ
ネット 計10 名。

農園作業の報告
会報/ 広報委員

市民すこやかふれあいまつり
会報/ 広報委員長

石川 敏也

絶好のイベント日和の11 月13 日（日）、市民す
こやかふれあいまつり開催。三島クラブでは例年
通り体育館外の1 ブースで野菜の即売会、焼き芋
販売および子ども輪投げ大会を行った。即売会の
野菜は大根にキャベツ、ニンジン、さつまいも。す
べて三島西麓のワイズ農園で収穫したものだ。11
月9 日（水）、鈴木農園担当をはじめ青木、大村、日
吉、藤田、渡邉、大村メネットの計7 名でニンジン

小野 和昭

12 月2 日（土）前日の雨で、作業が出来るか心
配したが、作業には支障はなかった。当初、白菜の
縛りを予定していたが、白菜が少し小さく、作業内
容を変更し、ブロッコリー、人参、大根、キャベツの
収穫となった。種まき、間引き、草取り等大変だた
ことを思い浮かべながら、腰の負担も少なく、成果
を楽しんだと思います。
参加者：青木、木村、大村メネ、岡田、藤田、日吉、渡
邉、鈴木、小野
12 月17 日（土）作業内容は白菜の縛り方。12
月2 日の予定変更より2 週間が経過し、成長の早
さにビックリ。1 週間程度遅くなったようだが、参
加者全員、腰をかばいながら作業を終了した。今年
中にもう一度収穫する様になるのでは・・・。
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参加者：大村、大村メネ、藤田、日吉、鈴木、渡辺、小
野

腰が痛いと言いながら白菜縛り作業

第20 回東日本区「ワイズメネットのつどい」
東日本区メネット委員会書記

村杉様による食前の感謝を捧げて、会食タイム
をむかえました。
講演は、アナウンサーを講師にお迎えして「子
育てと仕事・放送の裏側」と題して、3 人の子育て
をしながら、いくつもの番組を担当してきている
ご様子やご自身の放送に関わる具体的な体験やエ
ピソードなどの裏話をさわやかなお声と話術で話
され、時間配分もぴったりのさすがプロ？藤井メ
ネットの質疑応答の進行も要領を得ていて、あっ
という間の楽しい1 時間でした。
全員で「メネットのねがい」を斉唱、
「閉会挨拶」
「記念撮影」と続いた後、スナップ写真撮影、会員同
士の交流などをして、再会を約しながら散会しま
した。

大村 知子

第20 回「東日本区ワイズメネットのつどい」は
11 月26 日（土）11:00 ～14:30、
「清く、楽しく、美
しく」をテーマに、東京YMCA 東陽町センター1F
Well-B で開催され、参加者は総勢58 名（富士山部
は8 名）でした。メネットだけでなく多くのワイズ
メンの参加があり、予想を上回る盛会でした。
つどいは、島田委員の司会により始まり、相磯委
員長の開会あいさつ、栗本次期理事の「来賓祝辞」、
「参加者紹介」後の「委員会報告」では委員長より
今年度の事業計画の国際プロジェクトとして、①
シェラレオネの戦争被災児の教育、②イタリア・
シデルノの「早く学び、賢くなろう」。国内プロジェ
クトとして①絵本を贈る運動、②東日本大震災支
援などの報告と今後の予定等の報告がありまし
た。各クラブの「アピールタイム」では新東部メ
ネット一同（ケーキ売上）から20,000 円を国内プ
ロジェクトへの献金、第20 回東日本区大会や東西
交流会のアピールがあり、各クラブのメネットの
活動状況紹介では多くのクラブがメネット数の少
ないこと、クラブ独自の組織的なメネット活動が
ないなどの課題が披露されました。

東京YMCA東陽町センター1階 Well-B（2016.11.26）

新例会場「レストラン・JUN（三島市芝本町）」
平成29 年3 月より例会場が変わります。場所は
三島信用金庫本店南側の通りを西に入って100m
くらい先の右側（北側）の「レストラン・JUN（三
島市芝本町11-29 TEL.055-975-8787）、三島では
有名な老舗の洋食レスト
ランです。詳しくは追って
案内いたします。よろしく
お願いします。
http://www.mishima-jun.com/

「YMCAのことを楽しく、みんなで学んでみませんか」⑥
YMCAは社会教育関係団体として六法全書にあっ
たのです!!
今回は、
YMCA の日本社会の中での立ち位置という
か、ひとつの例として、六法全書に記載されていた時期
があることをお知らせします。
ご存知のように様々な法律があるわけですが、その
中で社会教育法第10 条に、
「社会教育関係団体として、
YMCA…」という記述がありました。
YMCA の他には、
YWCA、公民館なども記載がありました。残念ながら、現
在の社会教育法は改正され、
この記述の部分は割愛され
ることになったのですが、
20 数年前、
私が担当していた
熊本YMCA のパンフレットには、必ず一面の下の欄に
は以下の記述をしたものです。
「YMCA は、社会教育法第10 条に記載されている、社
会教育関係団体です。
」
なぜ、記載がされなくなったのかですが、それは社会
の仕組みが徐々に変化していったことと関係があるよ
うです。現在は、私が所属する日本YMCA 同盟は、正式
には、公益財団法人日本YMCA 同盟として、内閣府から
認められた公益性の高い団体となっています。全国で
は、東京YMCA、大阪YMCA、
YMCA せとうちなどは、内

東日本区連絡主事

光永

尚生

閣府に。他にも多くのローカルYMCA が、各都道府県に
よって認められ公益財団法人となりました。一方で、全
国のYMCA は、公益性の高さは共通しているのですが、
その組織の仕組みによって、
法人格としての違いもあり
ます。社会福祉法人、学校法人、
NPO 法人なども並行し
て運営しているユニークな働きが近年のYMCA の特長
のひとつかもしれません。このような特色は、社会に対
しての大きな貢献ができる一方で、会社組織やホール
ディングスのように、目的が「利益」というものではな
いために、様々なチャレンジも必要です。ひとつの例で
は、右手に「聖書= キリスト教の精神」を持ちながら、左
手では、
「そろばんまたは電卓」をもって、
YMCA の働き
を進めていくというものです。これが、有給スタッフの
ミッションに基づいた専門性が求められる所以です。
私たちのYMCA は、だからこそ、ワイズメンズクラ
ブの皆さんはじめ多くの、お支えをいただく方たちに
よって支えられ、協働し100 年をはるかに超える活動
が継続されてきたわけです。
キーワードはバランス感覚
ですね。愛と奉仕の精神に基づいた尊い働きに感謝で
す。

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12 月 第6 回 役員会議事録
日
時：2016 年12 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/ 大村EMC・YMCA/ 渡邉
プロドラ/ 日吉親睦）大村メネット
報告事項

■11/01（火）第三回役員会 大村様邸 岡田会長／藤田／石川／相川
／大村／青木／日吉／渡邉 義務者8 名 大村メネット
■11/07（月）40 周年準備委員会会場下見 石川／藤田／青木／大
村／日吉／渡邉 6 名
■11/08（火）～11/09（水）沼津クラブ（姉妹京都訪問）杉村 1 名
■11/09（水）すこやかふれあいまつり 買い出し／野菜収穫ほか準
備 鈴木／青木／渡邉／大村／日吉／藤田／大村メネット 7 名
■11/13（日）市民すこやかふれあいまつり 市民体育館 岡田会長／
藤田／石川／相川／青木／大村／渡邉／日吉／小野／杉村／大村
メネット メンバー10 名 メネット1 名
■11/15（火）三島クラブ11 月度例会 アモールエテルノリオ 卓話：
歯科衛生士 坂倉園美様 SMILE14,000 円（累計：44,900 円）岡田会
長／藤田A 副会長／石川B 副会長／相川／青木／小野／大村／鈴木
日吉／渡邉／杉村／光永 出席者12 名、メネット1 名、ゲスト2 名、出
席率92% ビジター3 名 修正出席率92％ 合計18 名 プルタブ（日吉）
切手（青木）／（プルタブ10 月 藤田）
■11/22（火）三島クラブ40 周年準備委員会 相川事務所 石川委員
長／日吉／渡邉／相川 4 名
■11/23（水）沼津クラブ50 周年記念行事 スピーチコンテスト プ
ラサヴェルデ 青木（事業主査）1 名
■11/25（金）三島市長表敬訪問 9:00 ～ 寄付（50,000 円）、40 周
年案内ほか 岡田会長／石川／藤田／渡邉／日吉／青木 6 名
■11/26（土）東京YMCA 東陽町センターで開催の「ワイズメネッ
トのつどい」に参加 三島クラブ メンバー1 名／メネット1 名（大村
Ys、大村メネット）富士山部からは熱海5 名（内メネット1 名）、沼津
1 名、三島2 名 計8 名 総勢58 名の参加
■11/26（土）熱海グローリークラブ谷口会長通夜 光永 1 名 クラ
ブより香典(10,000) ／生花(13,000) ／弔電(3,315) 対応
■11/30（水）クリスマス例会打ち合わせ 恵明学園 日吉／藤田／光
永／杉村／青木 5 名
■11/30（水）40 周年準備委員会 会場下見 岡田会長／青木／藤田
／日吉 4 名

今後のスケジュール
■12/05（土）農園作業 収穫作業他（岡田会長／藤田／渡邉／小
野／大村／日吉／鈴木／青木／大村メネット メンバー8 名／メ
ネット1 名）
■12/06（火）役員会 大村邸（義務者8 名参加）
■12/20（火）三島クラブ40 周年準備委員会 相川事務所
■12/25（日）三島クラブ12 月度例会 恵明学園
■12/27（火）次期会長選考委員会／1 月度役員会／忘年会
協議事項（岡田会長/ 相川書記）

■議題：富士山部事業主査（国際交流）輩出の件＝鈴木Y’s 次期にク
ラブ内の役員を受けないことを条件とし、承認をいただきたい。▶承
認
■議題：東日本区メネット委員長に大村知子様就任要請の件＝次期
東日本区理事及び現メネット委員長より依頼がありクラブとして
要請受諾の承認の検討を行いたい。▶結論：次々期メネット委員長
を内定いただくことを条件として受諾し承認
■議題：CS 基金申請の件▶結論：だがしや楽校にて提出（15 日ま
でに書記より）
■議題：富士山部役員会評議会について 議案、委任状、前期事業報
告、出席者名簿等 12 月10 日までに提出予定 1/15 13:00 ～役員会、
14:30 ～評議会▶結論：議案提案なし、役員会出席者（岡田会長／
青木事業主査）評議会出席者（岡田会長／藤田A 副会長／石川B 副
会長／相川書記／青木会計）。前期事業報告（書記より10 日までに
提出）
■議題：第2 回東西日本区交流会 2017 年2 月4 日～2 月5 日 東山
荘▶結論：出席予定者 大村／大村メネット／藤田／渡邉／日吉 他
メンバーの出欠を確認し、12 月中に登録対応（書記）
■議題：おもいやりタネまきプロジェクト協賛について▶結論：ク

ラブとして協賛する。

会計（青木会計）

■議題：会費納入状況等▶結論：変化なし

CS・BF 委員会（鈴木委員長）
■報告：特になし

EMC・YMCA 委員会（大村委員長）

■議題：会員勧誘の促進について＝11 月の活動は、複数の心当たり
にアタックしたかが良い反応を得られるには至らず。12 月は継続し
て勧誘活動を行い、入会につなげる可能性のある方を積極的にゲス
トに迎えるよう全メンバーに再要請する。▶結論：1 月合同例会に
ゲスト予定（国原様）、杉谷様声がけ他

IBC・DBC 委員会（青木委員長）

■報告：IBC は京都からの連絡待ち。DBC は京都例会訪問を検討（3
月～4 月）

プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）

■議題：12 月例会プログラム検討▶結論：例会プログラム承認。16
日までに出欠確認。

親睦委員会（日吉委員長）

■議題：12 月クリスマス例会について 14:30 集合 例会開始 恵明学
園15:00 からクリスマス会（子供たちと合流）会員の誕生日会をど
こに入れるか？学園内飲酒なしなので、二次会をどうするか検討▶
結論：会員の誕生日は、例会時に該当者に渡すのみとする。二次会は
委員会主催でなく希望者のみで実施予定
■報告：誕生日 12／04 相川、12／20 佐藤、12／11 渡邉パートナー

会報広報委員会（石川委員長）

■議題：原稿依頼▶結論：例会報告：日吉 YMCA：光永 市長表敬訪問：
岡田会長 市民すこやかふれあいまつり：相川／石川 農園作業：小野
メネットのつどい：大村メネット

メネット委員会（大村委員長）

■報告：メネットのつどいの報告をブリテンに掲載

40 周年準備委員会（石川委員長）

■報告：三島市長表敬訪問～40 周年事業を説明 三嶋大社をあきら
め日大にするか日大を現場確認 三島総合保険センターという案も
ユニフォーム候補見本を依頼 実施予定のイベント ●40 周年記念式
典：開催日：2017 年11 月18 日（土）会場：
（未定）●40 周年記念事業：
絵画コンテスト（三島市・教育委員会後援予定）対象：小中学生 募
集期間：2017 年7 月～9 月 表彰：2017 年11 月18 日（土）●40 周
年記念事業：フォトコンテスト（三島市・教育委員会後援予定）対象：
高校生～一般 募集期間：2017 年7 月～9 月 表彰：2017 年11 月18
日（土）●40 周年記念事業：ウェルネス・ウォークラリー 開催日：
2018 年4 月1 日（日）

ロールバック・マラリアの蚊帳を広げてみた！
在籍者

13名

メネット

1名

出席者

12名

ゲスト

2名

出席率

92％

ビジター

3名

0名

スマイル

14,000円

修正出席率

92％

スマイル累計

44,900円

総出席数

18名

プルタブ

メーキャップ

0g

○ 出席率100％に挑戦！メーキャップをわすれずに！

