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すべての良いものをあなたがたに備えてくださるように。
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」

2017年2月 三島ワイズメンズクラブ例会
2月 TOF例会
■日
■場
■受
■司

時：2017年2月21日(火) 18:30〜
所：大村ワイズ邸
付：大村俊之Y’s
会：青木利治Y’s

■開会 点鍾：▶岡田 美喜子会長
■開会の挨拶：▶藤田 小夜子Y’s
■ワイズソング斉唱：▶出席者一同
■ワイズの信条：▶小野 和昭Y’s
■会長 挨拶：▶岡田 美喜子会会長
■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：▶鈴木 忠雄Y’s
■会
食

1 月の例会報告～沼津・三島・御殿場合同例会
会報・広報委員長

石川 敏也

1 月の新年例会は部長公式訪問。そして、沼津・
三島・御殿場の3 クラブ合同例会。今回は沼津クラ
ブがホストとして、ニューウェルサンピア沼津を
会場に、まだ正月ボケも冷めやらぬ1 月10 日（火）
18:30 に開催されました。総人数50 名にもなるワ
イズメンが一堂に会し新年の例会を祝いました。
沼津クラブの大村ワイズが受付に司会にと大わ
らわとなって若干のバタバタもありましたが、渡
邉美帆会長のもと、沼津らしいカジュアルな雰囲
気のなか例会が進行していきました。今期は、沼
津・三島・御殿場すべてが女性会長ということも
あってか、華やかで煌びやかな雰囲気に男性メン
バーは終始満面の笑みで話も弾んでおりました。
卓話は、株式会社エフエムみしま・かんなみ代表
取締役の杉山喜徳様によるラジオについてのよも
やま話。私としては仕事柄、それほど珍しい話では
ありませんでしたが、一般的にはラジオの番組制
作の裏話やコトバの使い方を大切にするアナウン

■ワイワイ談義：▶みんなで一言
■書記 報告：▶相川 毅書記
■委員会報告：▶各担当委員会
■スマイル報告：▶親睦委員会
■出席率報告：▶プロ・ドラ委員会
■閉会 挨拶：▶日吉 和代Y’s
■点
鐘：▶岡田 美喜子会長
■臨時 総会：▶相川 毅書記
※第一号議案（次期会長選出の件）
第二号議案（役員選出の件）
Happy Birthday

2/26 石川Y's

Happy Anniversary

該当者なし

サーの話など、初めて聞く話も多かったのではな
いでしょうか。そもそも、
「 エフエムみしま・かん
なみ」や「コーストエフエム」などのコミュニティ
ラジオ自体、知らない人もいたんじゃないですか。
とかく卓話というと文化的、芸術的、福祉的な話題
が多いのがワイズの特徴かもしれませんが、今回
のようにもう少しメンバーに寄り添った仕事や職
業の話をしてもいいんじゃないかと思いました。
社会福祉、ボランティアと宣うばかりでなく、メン
バー自らの仕事から社会貢献につなげていくこと
で新たなメンバーの創出も得られるのではないか
と考えさせられた例会でした。皆さんもっと自分
の仕事のことを話しましょう。
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富士山部第2 回役員会・評議会に参加して
会長

岡田 美喜子

1 月15 日、富士山部第2
回役員会・評議会が富士市
「樟泉閣」
で開催され、
役員
会及び評議会に参加しま
した。
会場の「樟泉閣」は、会
館横に「富知六所浅間神
社」が鎮座しています。早
めに到着して、
大会開催前
にワイズメンズクラブの会員増強及び発展とみなさまの
健康を祈願してきました。
さて、
役員会は9 クラブの会長が参加し、
各事業主査・各
クラブ会長が前期報告をした後、
富士山部次期役員や次次
期富士山部長等の審議事項を協議しました。
私も三島クラ
ブの新規事業( 恵明学園支援) 等を報告させて頂きました。
この半年、
少ない人数ながらも事業計画を一つ一つ丁寧
に終了できたことに対し、
メンバーへの感謝の思いを噛み
締めながら、
壇上で三島クラブの前期報告をさせて頂きま
した。
昨年、
長澤前会長とこの評議会に参加した際、
長澤前会
長が「事業がほぼ終了したのでホッとする」
とお話しされ
ていたのを思い出します。
私もそんな思いをするのかと想
像していましたが、
ホッとした思いには至らず、
三島クラ
ブのメンバーとさらに絆を深めて、
会員増強と更には次期
に繋げていけるよう頑張りたいと改めて思いました。

書記

相川 毅

さる1 月15 日（日）
富士山部第二回評議会が富士樟泉
閣にて開催され、
岡田会長・青木事業主査・藤田・石川両
副会長と、
相川書記で参加をしてまいりました。
（岡田会長
と青木事業主査は役員会からの参加）
評議会からの参加3 名は、
会場に一時間前に到着し、
腹ご
しらえをした後評議会へ参加をしました。
評議会では、
報
告事項として、
東日本区、
半年報、
事業主査、
部役員（クラ
ブ会長含む）
の前期活動報告が行われました。
審議事項と
して、
次期富士山部役員、
次次期富士山部長、
CS 基金配分
案が承認されました。
評議会へ参加して感じたのは、
以前
に比べ、
重厚感がなく（これは私の服装のせいもあるが）
クラブ運営における重要な会議という感覚がなくなって
いるのかもと思いました。
また、
会員増強は全体として大
きな課題となっており、
メンバーを増やすだけではなく、
精力的な活動なくしては、
ジリ貧になるだけということを
痛感しました。
青木事業主査、
岡田会長は、
富士山部役員として報告も、
審議も的確に対応され、
さすが！という感じでしたが、
義
務を果たしてこそ、
権利のあることを悟ろうというワイズ
の信条に、
ちょっと歯がゆい思いをした！！！評議会でし
た。

第2 回東西交流会に参加して
A 副会長

藤田 小夜子

立春とは言えまだまだ寒い2 月4,5 日の二日間に渡っ
て、
日本の東から西から、
そして台北から総勢370 名のワ
イズメンが、
昨年の10 月に盛大に献堂式が行われた御殿
場東山荘に集い、
「第二回東西交流会」
が開催されました。
我が三島クラブからは、
大村ワイズ、
大村メネット、
日吉
ワイズ、
渡辺ワイズそして私藤田の5 名が出席し、
2 月4 日

（土）
、
東日本区理事の開会点鐘で始まり、
田中博之実行委
員長（前東日本区理事）
の開会のことば、
両理事の挨拶、
日
本Y МCA 同盟理事長、
中道基夫氏の「YMCA のブランディ
ングとワイズ」
の講演は流石でした。
分かり易かったです。
が、
いざ実行するということはなかなか難しいと感じまし
た（私的に）
。
その後、
東山荘の堀口所長の歓迎のことば、
東山荘の歴
史や周辺環境を整えるには、
資金不足とのこと等。
続いて、
オリエンテーション、
プログラムの案内、
全体記
念写真撮影が終わってから西日本区のクラブからの行列
のできるラーメンの差し入れ（参加者全員分）
があり、
寒
さに震えていたワイズメンも心身ともに温まりました。
第二部の交流プログラムについては5 会場あり、
参加者
がそれぞれに分かれて楽しみました。
第三部は夕食懇親会。
会場が体育館でしたが、
あの広い
体育館の床暖房には感激しました。
お楽しみプログラムに
沿って、
歌あり、
ダンスあり、
抽選会あり、
アピ―ルタイム
ありと、
東西の旧交を温めたり、
初めてのワイズメン同士
でも旧知のように和気あいあいと時間が過ぎました。
ま
た、
京都クラブの金澤ワイズとも挨拶ができました。
食事
も飲み物もふんだんに有りました。
第四部はフェローシップアワー（21:00 ～23:00）
。
DBC
交流会場それぞれに分かれて、
私たち3 名は、
鳥取クラブ
と琵琶湖クラブの方にお話しを聞かせていただきました。
2 月5 日（日）は、日曜礼拝・激励・献金感謝（9:00 ～
10:00）に始まり、第五部として講演、報告、
DBC・IBC 締結
式、
閉会式となりました。
●講 演：
「ワイズとY МCA、
今後への期待」
●東日本大震災・熊本地震レポート：石巻広域クラブ・熊
本西クラブ
●今回のメインイベント：DBC・IBC 締結式（千葉＋大阪
高槻・大阪泉北＋台北A・Lis ｔ）
●東西日本区大会アピール
●閉会のことば：大会実行委員長・田中博之ワイズ
●閉会点鐘：西日本区理事 岩本 悟ワイズ
以上が2 日間
の日程でした。
初日の夕食懇親
会の中締めの時
に、次期両区の
理事さんが挨拶
をされたのです
が、東日本区理
事の栗本ワイズ
がアカペラで歌
を歌われました

のは、
よほど楽しかったのかな？
参集されたワイズの面々も楽しまれたこととおもいま
す。第3 回も会いましょうと口々に叫ばれていましたか
ら。
最後になりましたが、
帰り道が冷たい雨に見舞われた
のはちょっと残念でした。
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見晴学園創立60 周年記念式典に参加して
会長

岡田 美喜子

平 成29 年1 月25 日、三 島
市民文化センターにおいて開
催された「見晴学園創立60
周年記念式典」
にお招きいた
だきました。
見晴学園は昭和32 年1 月
から児童福祉施設として開設
されました。三島クラブの大
村俊之ワイズが理事長を勤めています。
三島クラブでは、
毎年行なわれる「みはらしフェスティ
バル」
への参加や、
施設清掃などでご支援させていただい
ています。
当日は記念式典終了後、
女優の藤田弓子さんの記念公
演、
利用者さんのステージ発表、
作品の展示・物品販売な
どがありました。
式典では、
大村理事長のごあいさつや来賓の方々の祝辞
のあと、
団体・個人の方々へ感謝状が贈られました。
藤田弓子さんの記念公演では、
「いつも何かにときめい
ていよう～地域と共に歩んでいく～」
と題して、
子どもの
頃のことや女優になったきっかけ、
伊豆の国市に住むよう
になったいきさつなどをお話いただきました。
また、
演題
の「いつも何かにときめく」
についての「何か」
は、
誰かに
置き換えて考えて、
心地良いことばで伝えようとお話して
いました。
心地良いことばとは、
感謝の言葉：ありがとう、
褒める言葉：見て褒める、
愛情をことばで表す：名前で呼
ぶなどで、
いつもときめいて、
いくつになっても友達を作
り続けることは、
いつまでも健康でいる秘訣のようです。
公演後は、
「げんき玉」
の演奏や、
みはらしの里利用者さ
んの音楽発表もありました。
見晴学園は、
企業やボランティア、
地域の方々のご支援
に支えられています。
三島クラブも、
微力ではありますが、
長くボランティアを続けられたらいいと思います。

メネット会＋親睦会の料理教室報告
メネット会会長

大村 知子

「テーマ：食への感謝～美味しく作って仲良く食べよう～」
今回も相川明実メネットに講師をお願いして、
相川ワ
イズのショウルームにおいて料理教室を1 月29 日（日）
10:00 ～14:30 開催しました。
東日本区メネット委員長相
磯ワイズの参加申し込みもあり（岡田会長も当日飛び入
り途中まで参加、
試食して退席）
女性7 名で定刻少し前か
ら開始しました。
ワイズ農園の野菜を提供していただき渡
邉ワイズが収穫してきて下さった白菜、
キャベツ、
大根も
食材に加え、
張り切って下ごしらえに取り掛かりました。
モデルキッチンの使い勝手や調理器具にも興味津々で賑
やかながら手元もしっかり動いて流石ベテラン主婦たち
でした。
相川ワイズは会場提供とコピー係、
大村ワイズは
専ら記録写真撮影を担当しました。
予定より早く料理が完
成し、
デザートのゼリーが固まるのを待たずに男性2 人と
講師の相川メネットも加わり９人での和やかな会食が始
まりました。
特に肉巻きの大根は料理方法が珍しく簡単で
美味しいので大好評でした。
早速各家庭の食卓に登場した
ことでしょう。
豆乳鍋もアイディアいっぱいで試食会が盛
り上がりました。
どのメニューも身近な食材で短時間に作
れて、
色々と応用のヒントも頂け、
食材についての栄養価
値や効能なども説明があり、
今回も大変参考になりまし
た。
次は違う季節に開催したいなど早くも次回を期待する

声があり、
洗い流し
などの後片付けも
はかどりました。
ゲスト参加の相
磯メネット委員長
によれば、
富士山部
では今期唯一のメ
ネット事業だそう
です。
相川メネット
の指導ご奉仕、
相川
ワイズの調理会場
提供ご奉仕の賜物です。
ご協力ありがとうございました。
参加者：相川、
大村、
日吉、
藤田、
渡邉、
相磯（沼津C）
、
大村
メネット、
岡田（前半）
Menu：オードブル：リンゴ煮、
レーズン、
クリームチーズ
クラッカーカナッペ、大根肉
巻き：照り焼、わさび、ゆず、
ダンドリ―チキンドリア；カ
レー風味、野菜たっぷり豆乳
鍋：鶏手羽でコラーゲン、は
ちみつレモンゼリー：すっき
りさっぱり他

「YMCAのことを楽しく、
みんなで学んでみませんか」⑧
東日本区連絡主事

光永

尚生

YMCAは、なぜ100年以上されてきたのでしょう?
一般的に、
100 年以上の歴史を持っている企業や団
体は、ビジョナリー( 未来志向) カンパニーなどとも呼
ばれます。
YMCA といえば、イギリスでは1844 年です
し、
日本でも1880 年に東京でYMCA が設立されてから、
ゆうに100 年を超え、まさにビジョナリー・アソシエー
ションとして継続されています。
ビジョナリーという言葉には、未来志向と併せて、パ
イオニアとしての働きやミッションに基づいた方向性
を示す団体というニュアンスがあります。
私たちのYMCA は、なぜ100 年以上も続いているの
でしょうか。
そこには、
時代を超える、
YMCA 生存の原則
というものがあると思っています。まずは、キリスト教
の「愛と奉仕の精神」
を土台にしていることだと思いま
す。
そして、ヤングを青年と訳したように、時代の先端を
歩もうと努力したことだと思います。
3 つ目は、時代の
要求や、課題を見つけ出し、課題解決のための新しい方
策をいつも考え出してきたことです。
4 つ目は、
「もうひ
とつの生き方」を求める人たちの力を結集したことで
す。
5 つめは、平和を希求する働きを、いつも世界レベル
で考え、地域において実行してきたことです。そして、
6
つめは、常に連帯を模索して、多くの人たちの異なった
考え方や価値観を、
「みんなのものが一つとなるための
働き」
を求め続けてきたことです。
すなわち、
多様な価値
観をお互いに受け入れる努力を続け、新しい価値の創
造につなげ、常に時代の先を見つめつつ、大きな視野を
持って時代を俯瞰する、ハイカラでスマートな団体で
あったことは特筆に値することではないでしょうか。
まさに、今YMCA ブランドを再構築しているわけで
すが、新たにYMCA は新陳代謝を起こし始めていると
言えるでしょう。私たち、日本のYMCA は「ブランドバ
リュー」
したい何かが見つかり、
誰かとつながる。
私がよ
くなる、
かけがえのない場所。
を提供しているわけです。
あらたな、ビジョナリー・アソシエーションとしての
働きが期待されています。

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

2017 年2 月 第8 回 役員会議事録
日
時：2017 年2 月7 日（火）19:00 〜21:00
場
所：大村ワイズ邸
出席数：9 名中9 名＋1 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＋大村メネット）
報告事項
■01/10（火）新年合同例会：ニューウェルサンピア沼津（沼
津クラブ）岡田会長／藤田A 副会長／石川B 副会長／小野／大村
／鈴木／日吉／渡邉／杉村／光永 出席者10 名、メネット0 名、ゲ
スト2 名、出席率77% 修正出席率93％ 合計12 名（三クラブ総数
50 名）SMILE19,743 円（累計：64,643 円）

■01/15（日）富士山部役員会（岡田／青木 2 名）・評議会（岡
田／藤田／石川／相川／青木 5 名）場所：樟泉閣 後期半年
報（三島・伊東・富士 各＋1、沼津－1、熱海G －2、部合計190、
変化なし 富士山部次期役員承認（部長：加藤博、書記：陣内
康策、会計：綾野憲夫、以上：熱海G 主査地域奉仕：金光：御
殿場、国際交流：鈴木：三島、ユース：伊藤：富士宮、井上：富士
次次期富士山部長：渡邉実帆：沼津
■01/17（火）次期会長選考委員会及び新年会＠居酒屋遊食（岡
田会長／藤田次期会長候補／大村／石川／相川／青木／渡邉
／小野） 8 名
■01/24（火）40 周年準備委員会（石川委員長／藤田／渡邉／
日吉／青木／相川） 6 名
■01/25（水）見晴学園創立60 周年記念式典 岡田会長ご祝儀
10,000 円を拠出
■01/29（日）メネット会 料理教室 場所：相川ワイズ事務所
ショールーム メンバー6 名／ビジター1 名／メネット2 名
計9 名
■02/04（土）〜05（日）第2 回東西日本区交流会（藤田／渡邉
／日吉／光永／大村／大村メネット） メンバー5 名／メネッ
ト（東日本区メネット書記）1 名
■02/07（火）役員会＠大村邸
今後のスケジュール
■02/18（日）沼津クラブ50th 記念例会＠ニューウェルサンピ
ア沼津
■02/21（火）三島クラブTOF 例会＠大村邸
■02/24（金）定款打ち合わせ（鈴木忠雄）
■02/28（火）40 周年準備委員会
■03/04（土）・05（日）次期クラブ会長・部役員研修会＠東山
荘藤田次期会長・鈴木忠雄富士山部国際交流事業主査・渡邉近
子・大村知子東日本区メネット委員長 （以上次期役員名にて
記載）
■03/07（火）3 月度役員会
協議事項（岡田会長/ 相川書記）

■議題：次期会長承認及び臨時総会開催の件 1 月17 日に次期会
長選考委員会を開催、藤田A 副会長を次期会長候補者としての推薦
を決定したので、役員会で承認いただきたい。また、この承認を持っ
て、2 月例会時臨時総会を開催し藤田小夜子次期会長として決定す
る。また、次期役員編成について協議します。▶臨時総会開催決定。時
期会長承認後、次期役員編成まで調整
■議題：ペタンク大会参加について 三島市体育協会・NPO 法人
スクランブルフォーラム共催 2/12 南二日町グランド 8:20 ～
（大会と同時にペタンク教室開催）▶会長出席。メンバーに通知。出欠
は会長まで
■議題：沼津クラブ50 周年記念例会参加の件・全員登録対応しまし
た。
（事前に意見聴取の上決定）・メンバー分登録費は当クラブ周年
事業より拠出（6,000 円×13 名）・実際の参加者の確認と、交通手段
検討▶交通手段は、各自。沼津からのバス乗車者の人数を確認し、泉
実行委員長宛連絡のこと
■議題：東日本区より、奈良傳賞 該当者推薦のお願いの件▶三島
クラブからは推薦なし
■報告：長澤氏会費の件 2/6 岡田会長の元へ長澤氏より退会に伴
う負担金及び会費を現金にて受け取りました。領収証を自宅宛発送。
■報告：インビテーションキャンペーン開催中です。2016.12 ～
2017.03 までです。協力よろしくおねがいいたします。

会計（青木会計）

■議題：会費納入状況及び後期会費等振込の件（本日、東日本区会
計関係書類を青木会計に渡します）▶献金（CS, BF, TOF）対応

CS・BF 委員会（鈴木委員長）

■報告：農園事業予定を連絡のこと。見晴らしボランティア計画を
今期中に。

EMC・YMCA 委員会（大村委員長）

■報告：1 月活動報告 合同例会に前月に引き続き入会候補者1 名
をゲストとして招いた。2 月スケジュール 候補者紹介を要請する
■議題：入会候補者へのアプローチの協力体制の件▶引き続き、メ
ンバーの協力をお願いします。

IBC・DBC 委員会（青木委員長）

■報告：DBC 有志で三島に来訪可能性あり。

プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）

■議題：TOF 例会プログラムについて▶大村宅にて実施。準備は
15：00 から、プログラムは委員会からの指示通り。ワイワイ談義は
自由な題目にて。
■議題：例会会場設営準備及び、食事準備について（プロドラ／メ
ネット会より）▶メネット、女性メンバーに一任。野菜の収穫は必要
にて行う。

親睦委員会（日吉委員長）

■報告：誕生日 2/26：石川 結婚記念日 該当者なし

会報広報委員会（石川委員長）

■議題：原稿依頼▶富士山部役員会（岡田会長）／評議会（相川）・
メネット会料理教室（大村知子メネット）
・東西日本区交流会（光永、
藤田）・見晴学園60 周年（岡田会長）、例会報告は石川・その他

メネット委員会（大村委員長）

■報告：1 月 １．メネット宛に料理教室案内はがきを発送（参加
申込み締め切り1 月22 日（日）申込先大村M 宛） ２．メネット会主
催（親睦委員会共催）料理教室を開催（日時：1 月29 日（日）10:00
～14:30 場所：相川ワイズのショウルーム 講師：相川明実メネッ
ト 参加費：2,000 円（＋メネット会から3,000 円、親睦会から3,000
円補助） 参加者：8 名（相川、日吉、藤田、渡邉、大村、大村メネッ
ト、相磯メネット委員長（沼津クラブ）、岡田（午前中のみ） 2 月
2/3-4 第２回東西日本区交流会に出席（メネット交流部会） 今後
の予定 TOF 例会に協力します。

40 周年準備委員会（石川委員長）

■報告：40 周年記念としてユニフォーム・EMC 用パンフを作成
絵画コンテスト用チラシを作成 コンテストについては3/27（月）
に詳細打ち合わせ 会場の下見担当：日大庶務課：大川氏 次回の
準備員会は2 月28 日（火）19:00 ～

光永・藤田ワイズ、誕生日おめでとう！
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○ 出席率100％に挑戦！メーキャップをわすれずに！

