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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 「見よ、
私はあなたと共にいる。」

創世記28章15節

新しい年を迎えられて皆さんは抱負や願いなどをもっておられることでしょう。その中には皆さんの「ご家庭が幸せであ
るように」との思いもあるのではないでしょうか。幸せの形は、人それぞれですが「子どもたちにとっての幸せ」を考えて
みると一つの筋が出て来るように思います。それは皆さんが子どもたちと「共にいる」のを大切にして下さることです。
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2018年1月 新年例会～部長公式訪問
日 時：2018年1月16日
（火）
18:30～21:00
会 場：みしまプラザホテル 2F ルナール
三島市本町14-31 ℡055-972-2121
受 付：青木 利治Y's・渡邉 近子Y's
司 会：岡田 美喜子Y's

12 月クリスマス例会報告～恵明学園
親睦副委員長

光永 尚生

12/25は、クリスマス例会が、14:30より、恵明学園にて
行われました。
第二部として、皆さんにご協力いただき、子どもたちや職
員の皆さんとのクリスマス祝会に参加させていただきまし
た。
例会参加者
藤田会長、青木ワイズ、渡邉ワイズ、
大村ワイズ、大村メネット、岡田ワイズ
日吉委員長、光永
第二部
恵明学園 幼児部聖劇、児童部聖劇
レイアウト変更 食卓タイプへ
メンバー「ワイズと楽しもうコーナーへ」
進行 日吉ワイズ
会長挨拶 藤田 会長
サンタさん呼び出しと登場
メンバーはトナカイさんとしてステージへ
サンタさんゲーム きよしこの夜
もしもしかめよ・浦島太郎
White Christmas
第三部
会食参加
食事後に、デザートとしてケーキ配布
併せて、おみやげ配布
※反省点：クラッカーを鳴らすのを忘れました。寄贈してき
ました。
以上が全体の流れです。ブリテン準備、資料の準備などあり
がとうございました。

◆開会点鐘
3クラブ会長
◆開会の言葉
青木 利治Y's
◆ワイズソング斉唱
出席者一同
◆ワイズの信条
司 会
◆会長挨拶
沼津クラブ会長 渡邉 実帆Y's
御殿場クラブ会長 大和田 浩二Y's
三島クラブ会長 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
◆来賓挨拶
三島市長 豊岡 武士様
東日本区理事 栗本 治郎様
◆部長公式訪問
富士山部部長 加藤 博様
◆食前の感謝
沼津クラブ
◆会
食
◆誕生日・結婚記念日祝 3クラブ各担当委員会
◆スマイル・出席率報告 3クラブ各担当委員会
◆閉会の言葉
御殿場クラブ
3クラブ会長
◆閉会点鐘

Happy Birthday

Happy Anniversary

1/02 光永M
1/23 青木
1/25 藤田

1/17 光永夫妻

念頭にあたり
会長

藤田 小夜子

明けましておめでとうございます。昨年は大変お世話に
なりました。
主題である「出会いを大切に！そして、ワイズを楽しも
う」を掲げて出航した船も大きな目標であった「40周年記
念例会」が荒波にもまれながらも、メンバーの皆様、地域の
方々、お手伝い頂いた他クラブの皆様、参加して頂いたクラ
ブの皆様、その他色々なところで拘わりを持っていただい
た方々のおかげで無事に乗り切ることが出来ました。改め
てメンバーの団結力、絆に感謝、感謝です。
事業計画の中の「CS活動の更なる飛躍」
「ワイズのPR」は
徐々にテリトリーが広がりつつ有る様に思われますが、
「会
員増強」については、なかなか歩が進みません。折角3名の
入会者が出来たと思いきや、思いもかけぬ事情で存続不可
能になってしまったメンバー。たった1人のチャーターメ
ンバーだった小野和昭ワイズの抜けられた穴はとてつもな
く大きく、40年間ホームクラブ100％出席の快挙のワイズ
メンでしたから・・・。
後期の始まりにあたって心機一転、メンバー一丸となっ
て楽しい仲間を増やして、半年後にはワイワイと賑やかに
「ふるさと三島」に帰港したいですね。
どうぞ、みなさま、ご指導ご協力をお願い致します。

メンズクラブからのプレゼントを渡したところで私たち
は、その場を辞させていただきました。子どもたちはという
と、園長先生からのとても素敵なプレゼントを一人ひとり
手渡され、楽しいクリスマスになったことでしょう。
来年は、毎年恒例の社会福祉会館でのオール恵明学園ク
リスマス会に参加してほしいとの要請がありました。

三島市長表敬訪問
直前会長／ CS・BF 委員長

山のクリスマス会（静岡恵明学園）にて
会長

藤田 小夜子

昨年に引き続き静岡恵明学園児童部とのコラボクリスマ
ス例会を行いました。
10/30（月）、恵明学園児童部の担当者さんと日吉親睦委
員長と私、藤田の4人で12/25（月）のクリスマス会の第1回
打ち合わせ。11/20（月）には恵明学園児童部より、クリスマ
ス会の活動計画書（案）が送付された。12/6（水）、クリスマ
スケーキ10ホールを注文し、プレゼント用お菓子、クラッ
カー、サンタ帽、サンタクロース衣装の用意をしました。
12/25（月）、クリスマス例会。2時30分から恵明学園にて
例会、そして、昨年寄贈したツリーの飾り付。その後、三島ワ
イズメンズクラブとしてあいさつをし、3時から、恵明学園
幼児部の「どうぞのいす」、児童部の「いちばんすばらしいお
くりもの」と出し物が進み、いよいよ、みんなが一番楽しみ
にしていた宴会タイム。
園長先生の話とワイズタイムで大喝采。光永サンタク
ロースの子どもたちを惹きつける力は絶妙なものでした。
子どもだけでなく職員、ワイズメンの面々など100余名全
員が子どもになったひとときでした。
美味しい食事をいただき、ケーキもいただき、三島ワイズ

岡田 美喜子

1月10日、藤田会長はじめ三島クラブ5名で豊岡三島市長
を表敬訪問しました。
表敬訪問の目的は、昨年11月に行なわれた市民すこやか
ふれあいまつりにおいて三島クラブ農園で収穫した箱根西
麓野菜を販売した売り上げの一部と、その他で農園の野菜
を販売した売り上げの一部を、三島市の福祉の向上に役立
てていただこうと、ご寄附という形で豊岡市長にお渡しす
るためです。
福祉総務課の吉田課長からは、
「昨年に続きありがとうご
ざいます。福祉の充実に
活用させていただいて
います。」とのご報告を
頂きました。
また、豊岡市長から
は、三島クラブが取組ん
だ社会奉仕へのお礼と
共に、三島市で取組んで
いるまちづくりについ
て様々なご説明があり、
今後も協力をお願いし
たい旨のお話を頂きま
した。
1月16日の合同例会へ
の来賓出席も、快くお引
き受けいただきました。

三島市内に子どもたちの絵を展示しました。
40 周年記念事業担当

青木 利治

子どもたちに三島の風景を描いてもらい、その子どもた
ちの絵を街中に展示したいと数年前から考えていました。
それが、創立40周年記念事業として実現できたことは嬉し
く思います。12月5日（火）より15日（金）の11日間、三島市
役所玄関ロビーにて、子どもたちの絵を展示しました。展示
の様子を見に行ったおり、たまたま豊岡三島市長にお会い
しまして、市長より子どもたちの絵を展示することかでき
てよかったと言葉を掛けていただきました。市役所の受付
の方より展示の様子を聞いたところ、午前中を中心に多く
の人達が絵を見ていたと嬉しい報告を聞くことができまし
た。また、知り合いの市議会議員より子どもたちの絵が上手
で感心したと言ってくれまして、自分が誉められたみたい
で嬉しかったです。
市役所での展示後、12月18日（月）より三島大通り商店街
にてストリートギャラリーとして子どもたちの絵を展示し
ました。Via701の太田さんを中心にスタッフの方々と三島
大通り商店街の皆さまの協力により子どもたちの絵は商店
街に飾られました。お店の展示の姿をカメラに撮っていた
時、何人かのお客様から声をかけていただきまして、子ども
たちの絵が大変上手で感心したと言ってくれました。商店
街の皆さまも自分のお店に飾った絵が良い絵だと自慢し
てくれ、特に、三島市内の「源兵衛川」
「三嶋大社」
「いずっぱ
こ」などを子どもたちが描いてくれたことを喜んでくれま
した。26日までの展示予定でしたが、子どもたちの絵は商
店街の皆さまの協力により大晦日もすぎ、お正月の間も絵
を展示し続けていただき、1月8日まで絵を飾ってくれまし
た。その間に絵を描いた子どもと親が自分の絵を見にお店
に伺って、お店の方と楽しく交流したとお話を聞きました。
絵を通じて三島の街中で親しく交流できる場を作ることが
できたことは絵画コンクールを実施した目的の一つが達成
できたと嬉しく思いました。
今回の絵の展示はお陰様で大変評判が良かったと多くの
皆さまより聞くことができました。子どもたちの絵の展示
に協力をしていただいた三島市役所、Via701と三島大通り
商店街の皆さまには厚く御礼申し上げます。
三島市役所の皆さま、三島市教育委員会の皆さま、市内の
小中学校の先生と三島ワ
イズメンズクラブのメン
バーの協力により三島ク
ラブ40周年記念事業とし
て実行できました。皆さ
まのご協力をいただきあ
りがとうございました。

TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

三島ワイズメンズクラブ 2018年1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。

強い義務感を持とう 義務はすべての権利に従う

在籍者

12名 メネット

1名 スマイル累計

出席者
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0名 プルタブ

出席率
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メーキャップ

5名 総出席数

修正出席率 100％ スマイル

0名 プルタブ累計
38名 古切手
0円 古切手累計

127,740円
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