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三島クラブ会長主題：出会いを大切に そして、
ワイズを楽しもう

主題

国際会長：ともに光の中を歩もう（Henry Grindheim：ノルウェー） アジア太平洋地域会長：ワイズ運動を尊重しよう（Tung Ming Hsiao：台湾）
東日本区理事：広げよう ワイズの仲間（栗本 治郎：熱海クラブ） 富士山部部長：生き活き仲良し 富士山倶楽部（加藤 博：熱海グローリークラブ）

今月のことば わたしの恵みはあなたに十分である。

コリントの信徒への手紙二

12章9節

「十分である」
という言葉は
「十分足りている」
という意味です。
使徒パウロという人は自分に障害があることで、
恵みは不足して
いると思っていました。
ところが、
キリストは
「わたしの恵みはあなたに十分足りている」
とおっしゃったのです。
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8 月1 1日（金・山の 日 ）時 之 栖 に て

2017年9月例会

8 月納涼例会報告
親睦委員長

日吉 和代

三島発10:05のバスに乗って「時之栖」に到着。
バス停に
光永ワイズが出迎えてくださり例会の時間まで各自散々
互々、散策に向かった。
「時之栖」には夜のネオン見学に度々
来ていたが、昼間来るのは初めて。いろいろと見学場所があ
るのに驚きました。
温泉に入るゆとりもなく園内の散策と売店の見学、これ
もまた楽し！
13:00より園内の麦畑という施設にて、
会員10名、メネッ
ト3名、ゲストに新メンバーになる予定の長沢親子と石川
ワイズの姪っ子夫婦の山口夫妻とその子供たちの7名、御
殿場クラブ4名の計24名の参加で、にぎやかに納涼例会が
始まった。お酒やビールは飲み放題、たくさんのお料理にデ
ザートやフルーツなど食べきれないほどで、満腹になるま
で食べまくりました。後で太るのではとの心配も年齢も考
えずに食べました。例会の席にお酒が入り、会員間の親睦は
もとより、意見交換し日ごろの憂さを晴らしたりするのも
納涼例会ならではですネ!!
今回、全面的に立案、計画を実施してくださった光永ワイ
ズに感謝します。とても楽しかったです。

Happy Birthday

Happy Anniversary

9/29 岡田P

該当者なし

日 時：2019年9月19日
（火）
18:30〜21:00
会 場：高田屋 (055-975-0495)
三島市本町1-41
受 付：鈴木 忠雄Y's
司 会：青木 利治Y's
◆開会点鐘
会長 藤田 小夜子Y's
◆開会の言葉
岡田 美喜子Y's
◆ワイズソング斉唱
出席者一同
◆ワイズの信条
司 会
◆会長あいさつ
会長 藤田 小夜子Y's
◆ゲスト・ビジター紹介 会長 藤田 小夜子Y's
◆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
◆卓
話 「心をいつも新鮮に、イチゴ農家、
こせがれ神田豊道36歳」
神田 豊道 氏
◆書記報告
書記書記 相川 毅Y's
◆委員会報告
各委員会担当
◆スマイル・出席率報告 親睦・プロドラ委員会
◆閉会の言葉
相川 毅Y's
会長
藤田
小夜子Y's
◆閉会点鐘

だがしや楽校はお天気が良い
会計

青木 利治

8月27日(日)、今日も良い天気です。
三島ワイスメンズク
ラブが三島大社にて行われる
「だがしや楽校 in 静岡」は四
年前に初参加以来すべて良い天気でした。
幸いですが薄曇
りで前日の35度の暑さに比べれば涼しくて助かりました。
前日、私は軽い熱中症になり事前準備に欠席しまい、申し
わけない気持ちで参加しました。
大村宅に車を止めさせて
いただき、同じ時間に渡辺近子さんも来て、
一緒に大社に向
かいました。三島大社では、
もう藤田会長、鈴木さん、
日吉さ
んたちが張り切って机や椅子を並べていました。
今年も前
年と同じ「ペットボトルを使った物立と花立作り」
を子ども
たちにやってもらうことにしました。
相川夫妻、大村さん、
石川さん、光永さんも相次いで到着し、
頭をカットしたペッ
トボトルを机の上にならべて、
みんなでワイワイ言いなが
ら開店の準備をおこないました。
岡田CS委員長は大会本部
のスタッフであるため、
だがしや楽校の全体をみなければ
ならない立場で忙しく動いていました。
10時に開店し、一人子どもが始めるとまたたく間に並べ
た椅子がうまり午後の3時30分すぎまで途切れることなく
子どもたちが参加してくれました。
子どもたちは比較的に
小さい子が多く、また、女の子が多く男の子は少なかったで
す。ペットボトルにめちゃくちゃ書く子や丁寧に書く子な
ど千差万別、個性があり面白かったです。
シール貼りは特に
小さい子にはやりやすいため人気がありました。
中にはセ
ンスのある子がおり感心
させられました。本日は来
感心
訪者が多く、豊岡三島市
島市
長をはじめ、富士山部の
部の
加藤部長が三島クラブの
ブの
ブースに来てくれまし
し
た。やはり、三信の方々
々
も多く、稲田さん、平井
井
さん、三信の職員、OBの
Bの
峰田さんなど顔を見せ
せ
てくれました。お陰様
様
で、お天気も良く、にぎ
ぎ
やかかに楽しく、時間
間
がたつのも忘れて活
動できました。
来年の「だがしや楽
楽
校」でなにをやるか、
みんなで考えましょ
う。
参加者：藤田会長、鈴
木YS、大村YS、
日吉
YS、渡辺YS、
石川YS、
光永YS、
岡田YS、青木
YS、相川夫妻

第 11 回 東レアローズカップバレーボール大会
直前会長／ CS・BF 委員長

岡田 美喜子

9月2日、東レ体育館及び長泉南小学校で開催された東レ
9
アロ
アローズ主催の少年少女バレーボール大会に協賛し、
参加
者に飲み物の提供をしました。この大会は、今年11回目を
者に
向かえ、三島クラブは第6回目から協賛させていただいて
向か
いると聞いています。
いる
大会に参加しているのは、三島市や長泉町、清水町に在籍
大
する少年団所属の小学生です。男子4チーム、女子12チーム
する
が参加していましたが、
中には御殿場在住の子どももいま
が参
した。
した
開会式では、
藤田会長が三島クラブを代表して挨拶させ
開
ていただき、お祝いのことばの他ワイズメンズの紹介もし
ていただきました。
飲み物は、今年も300枚の「飲み物券」を事前にチームに配
布し、11時から14時までの間、
「飲み物券」と引き換えに子
どもたちの選んだジュースをコップに入れて手渡しする形
で提供させていただきました。ジュースを選ぶ子どもたち
との会話も弾み、あっという間の3時間でした。
この大会は、単に小学生のバレーボールの試合ではなく、
東レアローズの選手が各チームに1人ずつ入ってコーチを
してくれます。子どもたちにとっては、一流選手に直接ご指
導いただける貴重な大会です。東レアローズのすばらしい
取り組みのお手伝いができて、大変光栄だと思います。

飲み物提供の合間には、試合の応援もしっかりさせてい
ただきました。

例からの示唆に富む45分間でした。メネット14名を含めて
参加者72名がホテルの広い日本庭園に出て記念撮影をし
て第1部の北東部会が終了。
第2部「宇都宮東クラブ設立２５周年記念例会」
は宴会場
に移って16時から開催され、岡田宇都宮東クラブ会長が挨
拶と諸活動報告をパワフルにその経緯やその間の裏話を
（鈴木部長のコメットがパワーポイト操作）披露。食前の祈
りは諏訪足利クラブ会長（元三島クラブメンバー諏訪ワイ
ズの父上）、山田次々期理事のアジア・太平洋大会のアピー
ルと乾杯で会食に、懇親会後半では粕田ワイズ（宇都宮）、
鈴木部長＆鈴木メネット（宇都宮東）らによるゴスペルの
コンサートのおもてなし、食後は東日本区役員や実行委員
長による 第21回東日本区大会のアピールに続いてメネッ
トのつどいのお知らせと三島クラブ40周年記念例会のア
ピールをさせていただき、宇都宮東岡田会長からの感謝の
言葉、北東部会の歌を唱和して定刻18時にお開きとなりま
した。宇都宮東クラブはエネルギッシュで難題にも明るく
前向きに対処していることが伝わってきました。
北東部会ではメネット会の有無にかかわらず各クラブの
メネットが参加していて、絆を深められていた様子もうれ
しかったです。

親睦副委員長

ワイズ川柳

光永 尚生

9月14日は、
御殿場クラブの納涼例会でした。渡邉Y's、日
吉Y's、青木Y's、
光永Y'sが
参加しました。ＹＭＣＡ東
山荘内のバーベキュー場
において、29名が集いま
した。この季節の御殿場は
過ごしやすく、最高のコン
ディションで、例会での交
わりや話が弾みました。

三
三島クラブ会報
・広報委員会
で
ではワイズメンバーよりの
「ワイ
ズ
ズ川柳」
を募集いたします。
ぜ
ぜひこの機会に数多くの迷
（？）
川
川柳をご投稿ください。
【送り先】
郵送：〒411-0844 三島市清住町8-23 アドウイング内
FAX：055-971-3307 Mail：ishikawa@ad-wing.jp
いずれも「石川敏也」宛に、どしどしご投稿ください。

Ａさん作

三島では ４０周年
準備で 花盛り

かぼちゃさん作

秋深し 部会の宴が
花盛り

太っちょさん作

沼津鮮魚 来年の
区大会を 心待ち

方言大好きさん作

若いねえ 言われた
人は ７０代

Ｂさん作

老若男女 両方いる
から 素晴らしい

9月9日（土）宇都宮で開催された北東部会と宇都宮東ク
ラブ設立25周年記念例会に東日本区メネット委員長とし
て出席しました。各クラブ会長さんに三島クラブ40周年記
念例会のご案内と三島の観光案内2種類を直接お渡し、懇
親会のフィナーレで「東日本区ワイズメネットのつどい」の
お知らせの機会を頂き、その折「三島クラブ40周年記念例
会」開催のアピールもして、宇都宮訪問のミッションを果た
して参りました。
北東部会は宇都宮グランドホテルにおいて13時点鐘で
開会、ワイズソング・聖書朗読・お祈り、バナーセレモニー、
鈴木北東部長挨拶、来賓紹介、栗本東日本区理事挨拶、とち
ぎYMCA鷹箸理事長の歓迎の言葉と進み、
「各クラブのそれ
ぞれいいところをメインに特徴を紹介するプログラム」で
は会長さんの個性との相乗効果もあって各クラブの活動の
様子が楽しく紹介されました。AYC報告は富士山部会では
聞く機会がないであろうYユースのプレゼンでした。宇都
宮東クラブメンバーで 認知症の人と家族の会栃木県支部
長の金澤林子ワイズの講演「認知症になっても繋がる人、地
域を（家族と、当事者に寄り添い)」は、ご自身の多様な実践

ヒルトライブ作

大村 知子

メネットは いくつに
なっても 元気だね

大村メネット ( 東日本区メネット会会長 ) の部会訪問便り
メネット委員長

投稿受付
中

わいず・せんりゅう

御殿場クラブの納涼例会に参加しました

投稿者：相川メネット

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

より依頼のありました九州北部豪雨緊急支援募金につい
ては、9月例会時に趣旨説明行い寄付を募ることとしま
した。寄付金は東日本区を通して募金されることとなり
日
時：2017年9月5日
（火）19:00〜21:00
ます。担当者青木会計。
場
所：大村俊之邸
会計
（青木会計）
出席数：9名中7名（藤田会長/渡邉A副会長・プロドラ/日吉
■報告：会計口座は前年同様。三島信用金庫 松本支店 普
B副会長・親睦/相川書記/青木会計/鈴木農園/大村EMC・
通預金 0234510 アオキトシハル
YMCA）
＋大村メネット
CS・BF委員会（岡田委員長）
報告事項
■08/01
（火）第二回役員会＠大村邸 藤田会長・渡邉・日吉・ ■報告：だがしや楽校報告 CS委員会報告書類作成中、次
回役員会までに引き継ぎ事項も含め報告します。加藤富
大村・石川・鈴木・青木・大村メネット（メンバー7名・メ
士山部長来訪、ご祝儀いただきました。
ネット1名）
■報告
：東レアローズカップ報告 CS委員会報告書類作成
■08/09（木）横浜YMCA表敬訪問・メネットのつどいの会
中、
次回役員会までに引き継ぎ事項も含め報告します。
場下見・予約 大村メネット
農園委員会（鈴木委員長）
■08/10
（金）40周年実行委員会 藤田会長・石川・相川・日
吉・渡邉・光永 メンバー6名
■報告：9/3農園活動有り難うございました。人参間引き・
■08/11
（金）三島クラブ8月納涼例会＠御殿場高原時之栖
大根・キャベツ・ブロッコリーの種植え
藤田会長・渡邉・日吉・相川・大村・岡田・小野・石川・光永・ EMC・YMCA委員会
（大村委員長）
鈴木 メンバー10名 出席率91% メーキャップ1名（青
■報告：8月の例会に入会予定者長澤様を招いた。
（インビ
木）修正100% ゲスト：長澤様・長澤母・山口夫妻／子供
テーションキャンペーン対象）
3名 メネット：大村・小野・相川 ビジター：御殿場クラ
■議題：9月例会のへインビテーション予定について（長澤
ブ4名（杉山様・前原様・金光様・鈴木様）計24名
様・山田様）及び入会月・入会式日程検討▶9月例会への
■08/14（月）だがしや楽校委員会 19:00〜 岡田 1名
参加を依頼。齊藤ユリ様の参加を検討（藤田会長） 長澤
■08/19
（土）農園 人参の間引きと草取り 鈴木委員長・藤
様の入会式は10月を予定
田会長・渡邉・日吉・大村・大村メ メンバー5名・メネッ
■議題：インビテーション候補者を募る＆会員増強に向け
ト1名
て、入会候補者の情報収集▶全メンバーの協力をよろし
■08/21（月）40周年実行委員会 岡田実行委員長・藤田会
くお願いします。
長・石川・青木・日吉・相川 メンバー6名
IBC
・DBC委員会
（石川委員長）
■08/26
（土）だがしや楽校準備＠三嶋大社 藤田会長・岡田
■報告
：
40周年記念例会への京都クラブ参加メンバーにつ
2名
いては12日の例会を目処に決まる予定。宿泊先について
■08/27（日）だがしや楽校＠三嶋大社 藤田会長・渡邉・日
はDBC委員会で確保済み
吉・相川・青木・大村・岡田・石川・光永・鈴木 メンバー10
プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
名 メネット 相川 計11名
■08/27（日）40周年記念例会の招待者・案内状打合せ
■議題：9月例会プログラム検討▶すべて承認済み。北九州
藤田会長・青木・石川・大村・日吉・渡邉 メンバー6名・大
北部豪雨支援募金の件を案内に記載
村メネット1名
■議題：他クラブ例会参加予定の件（御殿場他）▶最終の出
■09/02
（土）東レアローズカップ（藤田会長・青木・日吉・
席者をとりまとめ中。現在青木・渡邉・日吉参加予定
岡田・渡邉 5名）
親睦委員会（日吉委員長）
■09/03
（日）農園作業（藤田会長・渡邉・大村メ・宮澤様）メ
■議題：9月誕生日・結婚記念日▶誕生日 9/29 岡田パー
ンバー2名・メネット1名
トナー
今後のスケジュール
会報・広報委員会（石川委員長）
■09/05
（火）第三回役員会
■議題：ブリテン原稿依頼の件▶例会報告（日吉・提出済み）
■09/07（木）40周年委員会 招待状・案内状等準備作業他
／だがしや楽校（青木・提出済み）／東レアローズ（岡田・
■09/14
（木）熱海YMCA9月理事運営委員会及びバーベ
依頼済み）／東山荘奉仕（10月）／川柳は随時募集・だが
キュー懇親会（鈴木・藤田）
しや礼状掲載（委員長提出済み） 締め切りは9/13頃ま
■09/14（木）御殿場クラブ親睦バーベキュー例会＠東山
でに
荘 18:30〜（出欠確認中プロドラ）
メネット委員会
（大村委員長）
■09/16
（土）東山荘奉仕活動 9:00-13:00（藤田・大村・青
■報告：9月スケジュール（9/09 北東部部会（宇都宮）
・9/16
木・鈴木・日吉・光永）
湘南・沖縄部部会（横浜）
・9/19 三島クラブ例会・9/30 関
■09/19
（火）9月例会＠高田屋
東東部部会（千葉） 各会大村メネット出席予定です。19
■09/24（日）富士山部会＠KKRホテル熱海
日例会のメネットの参加をお願いします。
■09/29
（火）40周年実行委員会
40周年実行委員会
（岡田委員長）
協議事項（藤田会長/相川書記）
■報告
：
8/10
（金）
と8/21
（月）に委員会開催。また、9/7
（木）
■議題：24日（日）富士山部会参加の件（出欠及び交通手段
には招待状、
案内状の封入作業。
9/21
（木）
に実行員会を
について）▶出欠確認及び電車時間確認 藤田会長／渡
開催予定。
邉／日吉／青木／相川／石川／日吉／光永
（8名） 電車
時間は出席者に報告、出席者は富士山部に連絡済み
■議題：9/16 東山荘奉仕活動（予定は別紙）参加確認▶出席
藤田会長・大村・青木・鈴木・日吉・光永（6名） 東山荘に
在籍者
11名 メネット
3名
連絡済み
■議題：みはらしフェスティバルボランティア協力依頼の
出席者
10名 ゲスト
7名
件▶10/15 10:20-14:30 作業ボランティアの活動協力
出席率
90％ ビジター
4名
依頼に対して、クラブとして対応を検討し参加を決定。出
席者等の確認はCS委員会を担当とします。
メーキャップ
1名 スマイル
0円
■議題：北九州北部豪雨緊急支援募金について▶東日本区
修正出席率
100％ スマイル累計
15,000円
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三島ワイズメンズクラブ2017年8月号ブリテン
発行：会報・広報委員会（石川敏也・相川毅）
掲載内容に関することは☎090-3566-6494
（石川）まで
気軽にお問い合わせください。

総出席数

24名

プルタブ

0g

○ 出席率100％に挑戦！メーキャップをわすれずに！

