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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）
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今月のことば 私の名によって、
集まるところには、私もその中にいる。 マタイ18章20節

月

人が集まるところにはなにかしらの中心になるもの、核になるものが必要です。つまり「何のために」ということが
意識されると「一番大切で、中心になるもの」が何であるかはおのずと明らかになるものです。それぞれの家族もま
た人が集まっているものですから、そこには中心になるものがあるはずです。
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2017年11月例会・創立40周年記念
日 時：2019年12月2日
（土）
12:30～14:30
会 場：日本大学国際関係学部三島駅北口校舎
1F：大教室・山田顕義ホール
受 付：岡田 美喜子Y's ほか
司 会：渡邉 近子Y's 相川 毅Y's

念願の新入会員に藤田会長も大よろこ び
10 月例会報告
IBC・DBC ／会報・広報委員長

石川 敏也

10月例会は、10月17日火曜日、新例会場である「高田家」
での2回目の開催です。しかも、新例会場で初めての入会式
を行いました。入会者は齊藤ユリ様、長澤武則様、山田敬吾
様の3名。
入会式には、齊藤ユリ様が急遽仕事の都合で来られなく
なってしまい他2名での開催でしたが、東日本区理事の栗
本治郎様はじめ東日本区会員増強事業主任の榎本博様、富
士山部部長の加藤博様、富士山部会員増強事業主査の久保
田康正様など多数の参列をいただき、三島クラブとしては
ホント久し振りに盛大な入会式となりました。また、次期富
士山部部長である沼津クラブ会長の渡邉実帆様の美しい歌
声による新入会員の入場シーンも忘れられない思い出とな
ることでしょう。
会食後は卓話のかわりに「新入会員と楽しく語ろう！」と
銘打ち、参加者全員でのフリートーク。伊東クラブの久保田
様、榎本様はプロの漫才師も顔負けの爆笑トークを炸裂い
ただきまして、大盛り上がりの10月例会でした。三島クラ
ブもこの明るさを見習って、新入会員に飽きられない楽し
い明るい三島クラブを目指そうと思いました。

Happy Birthday

Happy Anniversary

11/01 大村M
11/02 鈴木M

該当なし

◆開会点鐘
会長 藤田 小夜子Y's
◆開会の言葉
石川 敏也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
◆来賓祝辞
東日本区理事 栗本 治郎 様
三島市長 豊岡 武士 様
静岡県議会議員 宮澤 正美 様
◆来賓紹介
会長 藤田 小夜子Y's
◆記念事業・絵画コンクール表彰式
司会：40周年実行委員長 岡田 美喜子Y's
記念事業担当 青木 利治Y's
講評
審査委員長・造形家 杉山 明博 様
表彰
特選11点 入選20点 佳作20点
◆閉会の言葉
◆閉会点鐘

大村 俊之Y's
会長 藤田 小夜子Y's

創立40周年記念 懇親会
時 間：15:00～17:30
会 場：日本大学国際関係学部三島駅北口校舎
7F：学生食堂・ダイニングさくら
司 会：光永 尚生Y's 日吉 和代Y's
◆歓迎の言葉
◆来賓祝辞

会長 藤田 小夜子Y's
熱海YMCA理事長 森 重雄 様
富士山部部長 加藤 博 様

※懇親会の詳細はプログラムでご確認ください。

「みはらしフェスティバル」に参加して
会長

藤田 小夜子

10月15日（日）秋雨前線の真っ只中の日曜日、恒例の「み
はらしフェスティバル」が開催された。学園側に指定された
駐車場からシャトルバスにて会場へ着き、受付に始まり会
場のすべてがテントと下敷きがきれいにはりつめられてい
たのには正直、圧倒されました。開催者の学園職員スタッ
フ、ボランティア団体、町内会等の協力で出来上がったのだ
と思い、連日の雨の中、大変ご苦労なことだと思いました。
さて、私はというと開会式前の約1時間半を、ボランティ
ア活動として参加して下さった三島信用金庫の方たちと
三島ボランティア団体に交じって、来賓各位、スタッフ参加
者全ての昼食に充てられる、やきそば、ポテチキのパック詰
めを手伝わせてもらいました。開会式が10時20分から始ま
り、主催者である大村理事長の挨拶。その後、豊岡市長、鈴木
市議会議長、宮澤県議のお祝いの言葉に続いて、協力ボラン
ティア団体の紹介があり、我が三島ワイズメンズクラブも
紹介していただきました。セレモニー自体は、あいにくの
雨天のせいで割愛された種目もありましたが、
「みはらし
の里」
「みはらしの丘」の利用者さんが日頃より一生懸命に
励んだ練習の成果が出たであろう楽奏発表やダンスの発
表。そして毎年感心させられるのが、細かい作業の絵画コン
クールです。天候に恵まれていたならば、もっと沢山の来場
者の方に見てもらえたであろうにと残念に思いました。
三島ライオンズクラブ、三島西ロータリークラブの皆さ
んは、会員も多いので各ブースでの焼き鳥、豚汁、甘酒等々
を出されて流石勢いが有り、知名度の違いを痛感しました。
私としたら、ワイズメンズクラブの幟旗とお揃いのユニ
ホームで参加したかったと・・・そうすればワイズメンズク
ラブの名前のPRには役立ったであろうかと思いました。来
年こそはできる限り沢山のメンバーで参加したいものです
ね。

市民すこやかふれあいまつりに参加して
直前会長／ CS・BF 委員長

岡田 美喜子

11月12日（日）午前10時から三島市民体育館にて開催さ
れた、市民すこやかふれあいまつり実行委員会主催の第24
回「市民すこやかふれあいまつり」に出店しました。
このイベントは、さまざまな世代の方々が、交流を通して
市民相互に思いやる心を育み、連帯の輪を広げて明るい福
祉のまちづくりを推進することを目的として開催されて
います。今年のスローガンは「ふれあい、支えあい、思いやり
の気持ちの実践！～健幸で明るい福祉のまちをめざして
～」です。市内で活動しているボランティア団体、福祉施設、
NPOなどが参加しています。私は、今年も運営委員として運
営から携わらせていただきました。
当日は、体育館前広場で、輪投げと三島クラブ農園で栽培
した箱根西麓野菜の販売ブースを開きました。輪投げの景
品購入、前日のニンジン収穫と泥落とし、当日早朝からの大
根とキャベツの収穫等々、三島クラブメンバーには大変な
ご協力をいただきました。お陰さまで、野菜の売れ行きも好
調で、輪投げについても施設利用者の方々はじめ、たくさん
の子どもたちが遊びに来てくれました。また、イベントの
抽選会の景品に、三島クラブ農園の箱根西麓野菜を提供さ
せていただき、藤田会長から当選者の方々に三島クラブの
リーフレットと共にお野菜を直接手渡し、PRと交流を図り
ました。

このイベントの目的と、ワイズメンズの社会貢献が達成
された事業ができました。皆さまからいただいた売り上げ
の一部は、今年も三島市の福祉の向上に役立てたいと思い
ます。

子どもが描く「ふるさと三島」絵画コンクール開催のお礼
40 周年記念事業担当／会計 青木利治

ワイズ川柳

投稿受付
中

去年の今ごろ、絵画コンクールの開催に
向けて準備を始めました。当初、絵を集め
ることは大変難しいと言われました。しか
し、多くの皆さまの協力のおかげで429枚
を集めることができました。子どもたちの
絵を見ますと「せせらぎ」の絵が半分以上
※特選となった11作品です。
です。後は「三嶋大社」
「お祭り」
「いずっぱ
こ・伊豆箱根鉄道」の絵が描かれていまし
大村メネット ( 東日本区メネット会会長 ) の部会訪問便り
た。入賞した絵は大人が見ても素晴らしい
絵ばかりです。絵の展示は、三島市役所、み
メネット委員長 大村 知子
しま大通り商店街にて行います。
今回、三島クラブにとって絵画コンクー
《東新部大会に参加》
ルの開催は初めてのことなので、三島市役
東新部大会は10月14日（土）13:00から東陽町YMCA社会
所と三島市教育委員会の皆さまに絵の集
福祉・保育専門学校で第1部式典開催（参加者62名）、EMCを
めかたを教えていただき
強く意識していきましょうと呼びかけました。現在、東新部
ました。そして、小中学校
では町田地域での新クラブ設立の準備が進んでいるとのこ
の先生方の働きにより、たくさんの絵の応 とでした。東京YMCA菅谷淳総主事は新しいロゴの意味に
募を得ることができたのです。三島市役
ついて、新ブランドロゴの愛称は「ポジティブ Y」、鳥が正に
所、教育委員会、小中学校の先生方にご協
飛び立とうとする瞬間の姿をモチーフしていると説明さ
力をいただき感謝申し上げます。審査は杉 れ、新スローガンは『みつかる．つながる．よくなっていく．』
山先生と三島美術協会の倉田・塩川先生に であるとのお話をなさいました。
第2部でユースとの交流事業の一環として桜美林大学生
より、良い絵を選んでもらいました。最後
4名のインストラクターの指導のもと、2020年の東京パラ
リンピックの公式種目であるボッチャ競技を体験、むずか
になりますが、
しいけれども面白く誰もが参加できる競技を皆で楽しみま
三島クラブの
した。
メンバーの協
3部はウエルビーに移動しての懇親会で、東京クラブの
力があってこ
長澤ファミリーが準備をしてくださった盛りだくさんのご
そ開催できた
馳走、東京クラブメネット皆様のおもてなしによって大満
のです。皆さ
足のひと時でした。ここではもちろん「メネットのつどい」
ま、ありがとう
を細川委員と一緒にしっかりアピール致しました。
ございました。
9月から北東部部会(宇都宮北クラブ25周年記念例会と
ジョイント)、湘南・沖縄部会では「幸せなら手をたたこう」
の作詞者と輪になって皆で歌い、関東東部部会では美術館
で浮世絵を堪能し、東新部は「部大会」であることが他とは
わいず・せんりゅう
異なり、パラリンピックの新種目を体験しました。富士山部
の中だけでは知らなかった多様な活動内容や方法を知るこ
とができ、好奇心旺盛・知りたがり屋高齢者の私にとっては
貴重な機会を頂きました。多くのワイズ、メネットと共に過
三島クラブ会報・広報委員会
ごした経験を三島クラブの活動にもお役に立てることが出
ではワイズメンバーよりの「ワイ
来たらいいなぁと思います。
ズ川柳」を募集いたします。
ぜひこの機会に数多くの迷（？）
川柳をご投稿ください。
【送り先】
①郵送：〒411-0844 三島市清住町8-23 アドウイング
②FAX：055-971-3307 ③Mail：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。
初投稿・青木利治氏の作品

耕す後に
ついて来る

川柳頼まれ ひねり
ひねつて 首ひねる

カラス二羽
頭さげさげ

地固まらずぬか

足とられ尻をつく

雨降って

るみに

安心の光永尚生氏の作品

サンタさん よくみて
みれば ワイズさん

ロースター 今はやってい

るのは新型 トースター

入会の 人が入って
も 最年少

TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

2017年11月 第5回 役員会議事録
日
時：2017年11月7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/日吉B副会長・親睦/相川書記/
青木会計/岡田CS・BF/鈴木農園/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

■12/05
（火）第六回役員会
■12/15
（金）絵画コンテスト市役所掲示作品撤去
（三島市役所
17:00-）
■12/18
（月）1月度役員会
（場所未定・忘年会含む）

協議事項（藤田会長/相川書記）

■議題：小野和昭Y’s 12月より功労会員への変更申請の件▶承認。
申
請済み、
東日本区からの返事待ち■議題：新入会員の委員会所属につ
いて▶基本親睦が通例だが、
他の委員会でもメンバーを必要として
いる委員会があるので21日開催の歓迎会で調整■議題：各自保管物
の整理について▶今後の検討も、
一度クラブ所有物の個人保管物を
大村様邸・相川事務所に集める■議題：1月度役員会の日程調整につ
いて▶12月18日
（月）
に開催、
忘年会も実施 会場選定は石川さんに

■10/03
（火）第四回役員会 9名
（藤田会長・渡邉・日吉・相川・青木・岡
田・大村・石川・大村メ）
■10/07
（土）農園作業 9:00-10:30 渡邉・青木・日吉・大村・大村メ 5
名 草取り他
会計（青木会計）
■10/08
（日）40周年 絵画コンテスト審査 9:00-15:30 社会福祉
■報告：特になし
会館 藤田会長・渡邉・日吉・石川・青木 メンバー5名 大村メ
CS・BF委員会（岡田委員長）
ネット 1名 杉山明博先生・倉田文昭先生・塩川晴美先生 計9名
■議題：三島市市民すこやかふれあいまつりの件 11/12 8:30-14:30
特選11点・入選20点・佳作20点
（片付けは終了後）
テントの場所・駐車場の変更について▶11/10
（金）
■10/10
（火）沼津例会出席 藤田会長・日吉 2名
（入会式・40周年記
駄菓子購入13:00～駒形屋 11/11
（土）
人参収穫・準備10:00～農園・
念例会PR）
大村様邸 11/12
（日）
6:30～大根収穫＠農園, 8:30～9:30 搬入, 10:00
■10/12
（木）街中だがしや楽校運営協議会2名 藤田会長・岡田CS委
～販売開始 終了
（14:30）
後片付け 内容について 野菜販売
（値付
員長
けは当日）
・輪投げ
（用品は借用、
金額は50円／1回）
・駐車場について
■10/13
（金）すこやかふれあいまつり実行委員会1名岡田CS委員長
大村様宅・岡田様宅を利用のこと 昼食代参加者500円
（委員会より）
■10/15
（日）みはらしフェスティバル1名 藤田会長 祝儀10,000円
協力よろしくお願い致します！メンバーへの詳細連絡は委員長より
■10/16
（月）40th 記念例会会場ケータリング他打合せ＠会場 石
行います
（新メンバーへの伝達は確実に書記が確認）
川・相川 2名
農園委員会（鈴木委員長）
■10/17
（火）三島クラブ10月例会＠高田屋
（山田様・長澤様・齊藤
■報告：今年は気候状況かあんまり成長が芳しくない。
今後の予定は検討中
様 入会式） 藤田会長・渡邉・日吉・相川・大村・岡田・小野・鈴木・
EMC
・
YMCA委員会
（大村委員長）
青木・石川・光永・山田・長澤 メンバー13名 出席率
（13/14）
93%
■報告：10月例会において、
長澤氏・山田氏・齊藤氏の3名が入会 入
メーキャップ1名
（齊藤）
修正出席率100% ゲスト 栗本治郎Ys
会式を挙行した■議題
：
例会へのインビテーション
（インビテーショ
（東日本区理事）
・榎本博Ys
（東日本区会員増強事業主任）
・加藤博Ys
ン候補者を募る）
▶周年例会に候補者を！協力お願いします
（富士山部長）
・久保田康正Ys
（富士山部会員増強事業主査）
・渡邉実
IBC・DBC委員会
（石川委員長）
帆Ys
（次期富士山部長）
／ビジター三嶋Ys
（伊東）
メネット 大村
総計20名 スマイル22,500円 古切手74g
（藤田57g, 大村17g）
累
■報告：周年例会には9名が参加予定・柴田さんは白内障手術のため不参加
計154g プルタブ1,015g
（藤田136g,日吉655g,大村64g,岡田
プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
160g）
累計1,229g
■報告：11月例会は40周年記念例会のため、
40周年委員会にプログ
■10/19
（木）40th実行委員会 岡田委員長・藤田会長・石川・日吉・光
ラムは一任
永・岡田・青木・相川 8名
親睦委員会（日吉委員長）
■10/24
（火）すこやかふれあいまつり事前説明会 青木 1名
■報告：誕生日11/1 大村メネット、
11/2 鈴木メネット■報告：新入
■10/25
（水）絵画コンクール作品受賞者及び学校長への案内状依頼
会員歓迎会を11/21
（火）
18:30～ やごみ酒店 会費 3,500円／人
につき市内小中学校
（17校）
訪問 藤田会長・青木 2名
新入会員についての会費は親睦会から拠出■議題：12月クリスマス
■10/26
（木）40th実行委員会 藤田会長・石川・日吉・渡邉・光永・渡
例会について▶12月25日
（月）
恵明学園にて開催決定。
詳細は次回役
邉・相川・青木 8名
員会にて＜概要＞14:00集合、
14:30-15:00 例会、
15:00～クリスマス
■10/30
（月）クリスマス例会打合せ＠恵明学園 日吉委員長・藤田
会・会食・ケーキ用意
（100名分）
、
クラッカーOK、
食事は恵明側の手配
会長 2名
会報・広報委員会（石川委員長）
■11/01
（水）農園作業
（10:00-） 藤田会長・日吉 2名 大根間引き
■議題：ブリテン原稿依頼の件▶今月号は周年記念での配布となり
■11/06
（月）40th実行委員会 19:00- 岡田実行委員長・石川・光永・
ます
（部数は人数次第）
・新入会員3名の自己紹介・すこやかふれあい
青木・渡邉・日吉・相川 7名
まつり：岡田・先月の例会報告：鈴木・その他

今後のスケジュール

メネット委員会（大村委員長）

■11/07
（火）第五回役員会 メンバー8名・メネット1名
■報告：＜10月活動報告＞10/14 東新部部会
（東京 江東）
出席
■11/10
（金）すこやかふれあいまつり駄菓子購入
（13:00 ～駒形屋）
10/17 三島クラブ例会出席 10/25 第二回メネット委員会
（日本
■11/10
（金）40th実行委員会 会場事前確認 14:30～ 日大三島
YMCA同盟）
出席 ＜11月予定他＞11/04 東日本区第二回役員会
駅北口校舎前
（日本YMCA同盟）
出席 11/25 ワイズメネットのつどい 横浜中央
■11/11
（土）すこやかふれあいまつり 人参収穫10:00～ 農園他
YMCA参加
（大村・大村M・相川M） 11/12 市民すこやかふれあいま
■11/12
（日）すこやかふれあいまつり 6:30～大根収穫 8:30～搬
つり 大村M参加予定 2018.4.7-8 東日本区役員会＠熱海聚楽ホテ
入・販売他
ルの開催が決定■議題：40周年記念事業 メネットに求めたいお手
■11/14
（火）沼津クラブ11月例会出席予定 藤田会長・青木・齋藤
伝いについて▶受付他、
今後役割を決定次第考慮
（メーキャップ）
40周年実行委員会
（岡田委員長）
■11/15
（水）40th実行委員会＠相川事務所 19:00～
■報告：藤田会長より富士山部の返事がないクラブ会長に対し、
連絡
■11/21
（火）40th記念例会会場他最終調整及びチェック 13:30～
を入れてもらう
【沼津
・
下田
・
富士／熱海(14-16)
・
熱海G(8)
・
伊東(8)
・御
日大三島駅北口校舎
殿場(10)・富士宮 (1)】
・藤田会長より、
小野さんに閉会挨拶文を依頼(当
■11/21
（火）新入会員歓迎会 18:30～やごみ酒店
日の状況次第も準備必要）
・11/15
（水）
19:00 実行委員会開催＠相川
■11/25
（土）ワイズメネットのつどい 横浜中央YMCA（大村・大村
事務所
・
11/21
（
火）
13:30～
会場最終チェック
・例会後の招待者・参
メ・相川メ）
加クラブ会長宛のお礼状準備
（担当相川）
■12/02
（土）三島クラブ40周年記念例会
（11月例会）
・懇親会 10:00
集合 日大三島駅北口校舎
在籍者
14名 メネット
1名 スマイル累計
57,740円
■12/04
（月）絵画コンテスト作品掲示
（三島市役所 17:00-）

三島ワイズメンズクラブ 2017年11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。

出席者

13名 ゲスト

出席率

93％ ビジター

メーキャップ

1名 総出席数

5名 プルタブ

1,015g

1名 プルタブ累計

1,229g

20名 古切手

修正出席率 100％ スマイル 22,500円 古切手累計

74g
154g

