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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 すべての人を一つにしてください。

ヨハネによる福音書 17章21節

我々人間は個別的人間として自らを意識する。
自分と他者は違うと受け入れることで、
個を確立するとも言える。
しかし、
社会的
人間としては共に支え合って生きることが必要になる。
個と社会とは衝突することの多いものである。
この両者を保ちながら１
であることが我々人間の課題でもある。
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2017年10月例会
日 時：2019年10月17日
（火）
18:30～21:00
会 場：高田屋 (055-975-0495)
三島市本町1-41
受 付：光永 尚生Y's
司 会：岡田 美喜子Y's

新例会場「高田屋」にて和食を堪能
9 月例会報告
直前会長／ CS・BF 委員長

岡田 美喜子

9月例会は、9月19日火曜日、三島市本町にある「高田家」
で開催しました。
今回の例会に、入会予定のゲストが3人も参加していた
だき、また、メネットの参加もあり、久しぶりににぎやかな
例会となりました。
卓話は、
「心をいつも新鮮に、イチゴ農家、こせがれ神田
豊道36歳」と題して、平成24年に農林水産大臣賞を受賞し
たイチゴ農家の神田豊道さんにご講話いただきました。イ
チゴ栽培の歴史や江間にイチゴ苗が持ち込まれた経緯、露
地栽培からハウス栽培への移り変わり、栽培方法(不耕起栽
培)など、身近でありながら知らなかったことがたくさんあ
り、大変興味深いお話でした。三島クラブとご縁をいただ
き、今回の卓話となりましたが、おいしいイチゴの見分け方
も教えていただき、イチゴの季節が待ち遠しい思いです。
9月例会から、例会会場が「レストランJUN」から「高田家」
に変更になりました。三島クラブのみなさんに「高田家」さ
んの和食が大変好評で、私もこれからの例会がとても楽し
みです。

Happy Birthday
10/09
10/20
10/24
10/25

日吉
渡邉
小野
光永

◆開会点鐘
会長 藤田 小夜子Y's
◆開会の言葉
日吉 和代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
◆入 会 式
EMC委員会（司会：大村俊之Y's）
山田 敬悟様・長澤 武則様・齊藤 ユリ様
◆ゲストご挨拶
東日本区理事 栗本 治郎Y's
東日本区会員増強事業主任 榎本 博Y's
富士山部部長 加藤 博Y's
富士山部会員増強事業主査 久保田 康正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
「新入会員と楽しく語ろう！」
◆書記報告
◆委員会報告
◆スマイル・出席率報告
◆閉会の言葉
◆閉会点鐘

書記 相川 毅Y's
各委員会担当
親睦・プロドラ委員会
鈴木 忠雄Y's
会長 藤田 小夜子Y's

Happy Anniversary
10/21 相川夫妻

農林水産大臣賞受賞のイチゴ農家の神田豊道さん

第 40 回富士山部 部会・懇親会に参加して
会長

藤田 小夜子

9月24日(日)13:30～17:00、KKRホテル熱海にて熱海グ
ローリークラブのホストにて富士山部会がひらかれた。東
日本区から栗本理事、利根川直前理事、森重男熱海YMCA理
事長を始めとする来賓を迎えて総勢77名での賑やかな部
会でした。
第一部は、富士山部書記・陣内康策ワイズの司会で、加藤
博富士山部長の点鐘で始まり、部長あいさつ、東日本区理
事、熱海YМCA理事長の来賓あいさつを頂き、東日本区、富
士山部の事業報告を各主任、主査から受けました。
各クラブに優秀事業賞の盾の授与が有りました
その後、増田隆直前部長から各クラブに優秀事業賞の盾
の授与が有りました。我が三島クラブも少人数で大きなこ
とは出来なくとも、コツコツと事業を継続しているところ
熱海 YMCA9 月理事運営委員会及びバーベキュー懇親会に参加して
に意義が有ると自負させていただきました。そして、個人賞
会長 藤田 小夜子
に移り三島クラブでは晴れがましくも石川ワイズと私、藤
田が賞状と盾を頂きました。有難うございました。三島クラ
9月14日（木）、NPO法人 熱海YMCAセンター試験大会議
ブメンバーのお陰です。
室にて18時～、森重男新理事長の下、鈴木道夫副理事長の
最後に、前年度富士山部長の増田隆ワイズ、書記の菊池初
司会で開催された。
彦ワイズ、会計の樫村好夫ワイズに加藤博部長から感謝状
初めての理事会運営委員会への参加で緊張しました。
と盾が贈られました。一年間お疲れ様でした。そして、新入
キャンプの反省事項について熱海、伊東クラブでのキャン
会員の紹介、閉会のことば、閉会点鐘で一部が閉じられまし
プに対する尽力と熱意に改めて感服する。開催までの準備、
た。
開催中の参加者に対するサポート、見回り等々、そして撤収
休憩タイムには、参加者全員での記念撮影。そして、熱海
と続く連日の緊張感はやった者でないと分からない。暑さ
温泉創作歌謡ショウにて第二部の幕開けとなりました。
や、蚊との闘いもあったでしょうに、全ての事をこども達の
第二部は、歓迎あいさつ、富士山部長のあいさつ、食膳の
為にと、両者ともにサラッと報告で済まされた両クラブ。と
感謝、乾杯と続き、各テーブルにて三々五々の歓談、懇親会
ても真似できないと実感する。
が行われました。
その後、議題に入り各クラブの夏季事業の報告があり、三
1.アピールタイム
島クラブは、
「時之栖での納涼例会」、
「街中だがしや楽校」、
富士山YМCA施設改善の件で横浜YМCA森田義彦ワイズ
「東レ第11回アローズカップ大会」、2回の農園作業等の内
三島クラブ40周年記念例会
容、参加者の人数の報告をしました。
富士クラブ30周年記念例会
第32回スピ―チコンテストの件、同盟からの連絡事項を
第21回東日本区大会
森理事長と栗本東日本区理事からの今後の、YMCAとワイ
2.参加クラブ紹介
ズメンズクラブの関わり方についての説明がありました。
参加者すべての肩書と名前を紹介された
閉会後、18時30分～出席者19名によるバーベキュー懇
3.富士山部部歌 斉唱 閉会のことば
親会が開かれました。熱海クラブの青木夫妻の心のこもっ
た料理に全員舌鼓をうち、身も心も程よくほぐされて、ワイ
会場、部会に慣れて来たせいもあるでしょうが、顔を出す
ズ談義に花が咲いて良い懇親会でした。後片づけも皆で手
度、参加する度に一人二人と顔なじみ、言葉を交わすこと
際よく済ませ気持ちの良い集会でした。
が出来る様になり、例会はもちろんのこと普段のCS事業参
加、ワイズメンズの共通の苦労話や楽しさを他クラブのメ
「審査は大変」40 周年記念事業・絵画コンクール
ンバーと話し合え、酒を酌み交わすことの出来る団体、ボラ
ンティア活動あってのワイズメンズクラブ・入会10年にし
40 周年記念事業担当／会計 青木利治
て、遅まきながらワイズメンとしてのの楽しさを満喫して
10月8日（日）、今日は待ちに待った審査の日です。子ども
います。

ワイズ川柳

投稿受付
中

が描く「ふるさと三島」絵画コンクールに三島市内の各小中
学校から429点の絵の応募がありました。これだけの絵の
審査をしていただくために準備は大変でした。
まず、小学一年生から中学生まで各学校別に学年ごとに
分けなければなりませんでした。でないと学年ごとに絵を
選ぶのにバラバラになっているため時間がかかってしまい
ます。自宅で1日がかりで絵のチェックしながら行いまし
た。
絵のチェックしながら作品を見ると千差万別、丁寧に描
絵画429点！一日がかりの審査、ご苦労様でした
かれた作品や熱心に描かれていない作品もあり、一年生で
もかなか上手な作品がある反面、いい加減に描かれたよう
な作品もあり審査も大変だなあと思いました。
いよいよ審査が始まると、やはりプロの皆様（杉山先生・
倉田先生・塩川先生）、並べられた作品を即座に選んでゆか
れました。その中に一年生として素晴らしい絵がありまし
て、しかし、筆のタッチがどうも子供のタッチでなく大人の
手が入っているように見えるため、なかなか判断が難しい
作品がありました。
また、学校により多く絵を提出していただいた熱心な学
大村メネット ( 東日本区メネット会会長 ) の部会訪問便り
校がある反面、数点しか出していない学校がありまして、当
メネット委員長 大村 知子
然、多く出していただいた学校が入賞する絵が多くなりま
す。しかし、折角出していただいた学校には1点でも入賞す 《湘南・沖縄部会訪問》
るように配慮しました。なかなか難しいものですね。
9月16日ワークピア横浜で開催された湘南・沖縄部第 21
その結果、特賞11点・入選20点・佳作20点を選びました。 回部会に参加し、メネット委員長として「メネットのつど
その時間6時間かかりました。次は表彰式の準備です。その
い」のお知らせをするとともに、各会長に三島クラブ40周
間、学校への連絡など、やることは、まだまだありますので
年記念例会のご案内と三島市観光案内のパンフレットと
皆様の協力をお願いします。
リーフレットのセットをお渡し、懇親会でアピールもして
なお、審査会場の三島市福祉会館の四階大会議室を借り
ミッションを果たしてきました。
るのに、6月まで三島クラブのメンバーだった杉村勝巳君
金子功部長のもと、クリスチャンカラーに満ちた部会運
が手助けしてくれたことをお知らせします。杉村君からの
びで富士山部と全く異なる雰囲気で始まりました。講演は
依頼ならばと言ってくれましてスムースに大会議室を借り
「戦争・平和・いのちを考える」と題して「しあわせなら 手を
ることができました。その彼が10月4日亡くなりました。杉
叩こう」の日本語訳の作詞者でバイオエシックスのパイオ
村勝巳君のご冥福をお祈りいたします。彼のためにも絵画
ニアでもある早稲田大学名誉教授・木村利人先生の心に染
コンクールを成功させます。
入るお話でした。木村先生は、日本軍の侵攻時の記憶が未だ
参加者 審査 杉山明博先生・倉田文昭先生・塩川晴美先生
残る、対日感情の厳しい時期のフィリピンに、YMCAの学生
藤田会長、日吉YS、渡辺YS、石川YS、青木YS
ボランティアとして滞在し、現地の若者と親交を深める中
でこの曲と出会ったとのことでした。歌詞は、聖書の中のこ
とばを基に、それらの体験も加味して訳詞としたそうです。
わいず・せんりゅう
部会の最後は、全員で手を繋ぎ「しあわせなら手を叩こう」
を振付付きで唱和しての和やかな締めでした。
《関東東部部会訪問》
9月30日、千葉市美術館で開催された関東東部部会にも
三島クラブ会報・広報委員会
参加し、各クラブ会長に直接「メネットのつどいのご案内と
ではワイズメンバーよりの「ワイ
参加申込書」をお渡しし、部会でアピールする機会も設けて
ズ川柳」を募集いたします。
いただきました。三島クラブ40周年記念例会と三島市観光
ぜひこの機会に数多くの迷（？）
案内のパンフレットとリーフレットのセットを持参（かな
川柳をご投稿ください。
りの重量でした）、各会長にご案内をしてきました。
【送り先】
少々残念だったのは会場のさやホールは「旧川崎銀行千
①郵送：〒411-0844 三島市清住町8-23 アドウイング
葉支店」という文化材遺構のため、音響装置があまりよくな
②FAX：055-971-3307 ③Mail：ishikawa@ad-wing.jp
く、残念ながらお話が聞きとりにくかったです。
いずれも「石川敏也」宛に、どしどしご投稿ください。
YMCA主事は翌日（10月1日）からのYMCAロゴ変更のこと
も話題にされました。
講演は、千葉市美術館館長の河合正朝氏（慶応大学名誉教
授）が、美術館の沿革と展示中の「ボストン美術館浮世絵名
画展 鈴木春信」の解説を話され、まさに“文化の秋”といえる
内容でした
懇親会は70名余が参加して和気あいあい親交を深め、
「ピサンザプラ」のミニ演奏会で盛り上がり、嬉しいことに
「三島に行きますよ」とのお声もかかりました。
今月は光永氏の作品集です

新入会、三名賜り
うれし涙

会員は、増強したら
若くなる

最年少、いつまでたっ
ても最年少

最年少、気づいた
時には最年長

プロドラとパズドラ
区別、やっとつき

メンバーの誕生会で
若返り

記念事業、終わった翌
日、次始業

TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

2017年10月 第4回 役員会議事録
日
時：2017年10月3日（火）19:00〜21:00
場
所：大村俊之邸
出席数：9名中8名（藤田会長/渡邉A副会長・プロドラ/日吉
B副会長・親睦/相川書記/青木会計/岡田CS・BF/大村EMC・
YMCA/石川BC・広報）＋大村メネット
報告事項

強い義務感を持とう 義務はすべての権利に従う

ちに指導し交流した。
机を沼津YMCAより借りたが、
使用後の整備
（掃
除等）
に不備があり、
クレームとなった。
来期の対応に注意したい。
■報告：第11回東レアローズカップ小学生バレーボール大会報告
(9/2土 11時～14時) 小学生のバレーボール大会に協賛し、
参加者
に300杯分の飲み物を提供し、
交流した。
■議題：みはらしフェスティ
バル ボランティアの件▶参加可能者は現状藤田会長のみ、
祝儀を
持って訪問。
さんしんの動員メンバーに手伝いを要請。
■議題：すこや
かふれあいまつりの件▶11月12日 8:30～ 輪投げ 道具は準備済
み。
野菜販売について状況を加味し、
検討する。
その他次回役員会に
て最終調整。
■報告：9月プルタブ・古切手報告 プルタブ 藤田会長
214g・古切手 藤田会長80g
（来月報告しますが、
念のため。
10月3日
受け取り分 プルタブ 日吉655g・大村64g・岡田160g）

■09/02
（土）東レアローズカップ 岡田委員長・藤田会長・青木・日
吉・渡邉 5名
■09/03
（日）農園作業 藤田会長・渡邉・大村メ・宮澤様 メンバー2
農園委員会（鈴木委員長）
名・メネ1名 人参の間引きと草取り・大根の種まき
■09/05
（火）第三回役員会 藤田会長・渡邉・日吉・相川・青木・鈴木・
■議題：農園作業▶10/07
（土）
9:00～ 宮澤様・鈴木委員長・藤田会
大村・大村メ メンバー7名・メネット1名
長・青木・渡邉・大村・大村メ・岡田・日吉参加予定
■09/07
（木）40周年実行委員会 招待状・案内状送付準備
EMC・YMCA委員会
（大村委員長）
岡田実行委員長・藤田会長・石川・青木・光永・相川・日吉・渡邉 8名
■報告：9月の例会に入会予定者 長澤様・山田様・齊藤様を招いた。
■09/14
（木）熱海YMCA理事運営委員会
（キャンプの反省事項・各ク （インビテーションキャンペーン対象）
■議題：入会式
（長澤氏・山田
ラブの夏季事業の報告・第32回英語スピーチコンテスト準備の件・ 氏・齊藤氏）
の実施 10月例会へのインビテーション候補者を募る▶
その他）
・バーベキュー大会 鈴木・藤田会長 2名
入会式をやるタイミングで是非インビテーションとして参加する候
■09/14
（木）御殿場クラブバーベキュー例会 渡邉・日吉・青木・光永 補者を鋭意募集中です。
■議題：入会式
（役割分担・高田屋での式の進
4名
め方など）
の検討▶渡邉美帆様
（音楽）
協力いただく。
キャンドル準備
■09/18
（月）農園事業 鈴木委員長・藤田会長・宮澤様 メンバー2
OK、
CSで使ったチャッカマンをクラブ備品として置いておく。
会場準
名 台風による倒れたブロッコリ苗起こし、
大根の種まき・大根の
備が必要なので、
10月例会は早い時間に集合要請。
理事・主任・主査は
疎抜き・白菜の植え付け
入会式後に挨拶いただく。
入会式司会は大村EMC委員長・式対応は会
■09/19
（火）40周年絵画コンクール作品集め 10:30-12:30
（市内小
長と両副会長に対応いただく。
中学校8校） 藤田会長・青木 メンバー2名
IBC・DBC委員会
（石川委員長）
■09/19
（火）三島クラブ9月例会＠高田屋 藤田会長・渡邉・日吉・
■報告：特に動きなし。
40周年記念例会終了後、
検討・計画を行いま
相川・大村・岡田・小野・鈴木・青木 メンバー9名 出席率82% メー
す。
キャップ2名
（石川・光永）
修正100% ゲスト 長澤様・山田様・齊藤
プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
様＜インビテーション＞ 卓話 神田様 メネット 大村 総計
■議題：10月例会プログラム検討▶入会式
（EMC参照）
を実施。
プログ
14名 （プルタブ・古切手 藤田会長）
ラム承認
■09/21
（木）40周年実行委員会 岡田実行委員長・藤田会長・石川・
親睦委員会（日吉委員長）
青木・光永・相川 メンバー6名
■報告：＜10月誕生日＞ 10/09 日吉和代・10/20 渡邉近子・10/24 小
■09/23
（土）農園事業 13:00- 大根の種まき・大根の疎抜き・白菜の
野和昭 10/25 光永尚生 ＜10月結婚記念日＞ 10/21 相川夫妻
植え付け・人参の間引きと草取り 藤田会長・鈴木委員長・青木・大
■議題：12月クリスマス例会の件▶昨年同様恵明学園での実施を検
村・日吉・渡邉・大村メ メンバー6名・メネ1名 宮澤様
討。
藤田会長と委員長で恵明学園 石渡事務長と打合せをします。
■09/24
（日）富士山部会 KKR熱海 藤田会長・鈴木・渡邉・日吉・相
■議題：新入会者歓迎会開催の計画▶11月の通常例会日にあたる11
川・青木・石川 7名
月21日
（火）
＜周年記念例会
（12/2）
が11月例会となる）
＞を候補に歓
■09/26
（火）
（40周年記念例会）
三島市広報・告知原稿手配 石川
迎会を計画、
場所・予算等は親睦委員会に一任。
今後のスケジュール
■10/03
（火）第四回役員会
■10/08
（日）40周年 絵画コンテスト審査等 社会福祉会館4F
■10/12
（木）街中だがしや楽校運営協議会
（藤田会長・岡田CS委員
長）
■10/13
（金）すこやかふれあいまつり実行委員会
（岡田CS委員長）
■10/15
（日）みはらしフェスティバル
■10/17
（火）三島クラブ例会 （3名入会式予定）
■10/24
（火）すこやかふれあいまつり事前説明会
（青木）
■10/24
（火）40周年実行委員会

会報・広報委員会（石川委員長）

■議題：ブリテン原稿依頼の件▶富士山部部会：藤田会長 送付済み
例会報告：岡田Ys 絵画コンクール：青木Ys 熱海YMCA理事運営委
員会＆バーベキュー：鈴木Ys 部会訪問記：大村知子東日本区メネッ
ト委員長
（適宜） 川柳 応募お願いします。

メネット委員会（大村委員長）

会計（青木会計）

■報告：＜9月活動報告＞・09/03 農園の草取り参加・09/09 北東部
部会
（宇都宮）
出席
（40thを資料持参の上アピール）
・09/16 湘南・沖縄
部部会
（横浜）
出席
（40thを資料持参の上アピール）
・09/19 三島クラ
ブ例会出席・09/23 農園作業参加・09/30 関東東部部会
（千葉）
出席＜
10月スケジュール
（大村M出席予定行事）
＞・10/14 東新部部会
（東
京江東）
（40thを資料持参の上アピール）
・10/17 三島クラブ例会・
10/25 第二回メネット委員会
（日本YMCA同盟）
■議題：11/25「メ
ネットのつどい」 クラブメネットへのお知らせについて▶書記よ
りメールにて案内送付。
出欠を取り纏め、
10月中に東日本区メネット
書記へ連絡します。

■報告：北九州北部豪雨緊急支援募金結果報告 9月例会において募
金をいただきました10,000円を9/22 東日本区事務所へ送金■議題：
10月入会予定者の会費徴収の件 入会金10,000円＋年会費
（通常は
3ヶ月24,000円）
で合計34,000円ですが入会予定者の意向・紹介者が
どのように伝達しているかを確認したい。
▶紹介者に確認をお願い
した。
会計としては3ヶ月毎にして欲しいが、
臨機応変に対応する。

■報告：＜絵画コンクール＞・応募総数428点・10月8日
（日）
9:00～
三島市福祉会館 審査準備及び審査
（参加予定者：藤田会長・青木・日
吉・石川・渡邉・杉山先生他審査員計3名・大村メ
（審査委員長への挨
拶）
）
＜今後の予定＞・10月8日
（日）
上記の通り・10月19日
（木）
19:00
～ 実行委員会
（平和エアテック事務所）

協議事項（藤田会長/相川書記）

■議題：入会予定者について 長澤様・山田様・齊藤様の入会承認の件
▶3名の入会を承認しました。
■報告：プルタブ・古切手について、
毎月CS委員会より報告をいただ
き議事録・ブリテンに掲載する。
（議事録は来月より。
ブリテンには今
月から対応）

CS・BF委員会（岡田委員長）

■報告：だがしや楽校報告 三嶋大社の境内にワークショップ
「ペッ
トボトルを使って花びん・物入れつくり」
を開き、
約270名の子どもた

三島ワイズメンズクラブ 2017年10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。

40周年実行委員会（岡田委員長）

在籍者

11名 メネット

1名 スマイル累計

出席者

9名 ゲスト

4名 プルタブ

214g

出席率

82％ ビジター

0名 プルタブ累計

214g

メーキャップ

2名 総出席数

14名 古切手

修正出席率 100％ スマイル 20,240円 古切手累計

35,240円

80g
80g

