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長 藤田 小夜子

A副会長 渡邉 近子

B副会長 日吉 和代
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計 青木 利治

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 「 愛 は す べ て を 完 成 さ せ る き ず な で す 。」

コロサイ3章14節

相手の気持ちを汲む、考える、それに基づいて行動することを愛と呼んでもいいのではないでしょうか。そしてこのよう
な愛は、高齢になっても大切なことです。私たちは、このような繋がりを与えたり、もらう事が出来るつながりがあること
によって生まれてから死ぬまで誰かに支えられつつ、誰かを支えることが、私たちの健やかさになるからです。
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強調： TOF

2018年2月 TOF例会
日 時：2018年2月20日
（火）
18:30～21:00
会 場：大村俊之Y's邸にて
三島市大宮町2-13-6
受 付：大村 俊之Y's（受付は18:00から）
司 会：相川 毅Y's

1 月 三クラブ合同新年例会～部長公式訪問
会報・広報委員長

石川 敏也

1月の例会は部長公式訪問、そして沼津、御殿場との合同
開催です。今回は三島のホスト、みしまプラザホテル2階の
ルナールという会場で行われました。来賓に三島市長の豊
岡武士様、東日本区理事の栗本治郎様、そして公式訪問の富
士山部部長、加藤博様にお越しいただき、通常の例会では味
わえない緊張感を持った例会となりました。
当日は藤田会長、渡邉プロドラ委員長、青木会計、日吉親
睦委員長など多数のメンバーが早い時間から会場入りして
準備を進めてくれました。本当にありがとうございました。
また、例会では御殿場クラブの入会式も行いました。今
や富士山部の中でも大所帯の御殿場クラブ、さらに新入会
者を迎え、しかもとても若い方であったことに皆さん驚き
を隠せませんでした。躍進目覚ましい御殿場クラブ、三島ク
ラブも負けていられません。頑張りましょう。いや、確かに
頑張っています。なんと新人の長澤ワイズが昨年末にご結
婚され、この1月例会ではメネットと一緒に参加いただき、
東日本区理事を含む沢山のワイズメンでお祝いできたこと
は、三島クラブにとって大きな喜び、励みとなりました。
かつての古き良き時代（？）、ワイズメンの例会といえば
メネットが多数出席していたものです。今では中々そのよ
うな光景は見られなくなりましたが、それはある意味致し
方ないこと。これからは若いメンバーの存在が、またあの素
晴らしく輝いていたワイズメンの例会を彩ってくれること
でしょう。何とか頑張って若いメンバーを増やす努力をし
なくてはと痛切に感じた合同例会でした。

◆開会点鐘
会長 藤田 小夜子Y's
◆開会の言葉
A副会長 渡邉 近子Y's
◆ワイズソング斉唱
出席者一同
◆ワイズの信条
司 会
◆会長挨拶
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
農園委員長 鈴木 忠雄Y's
◆会
食
◆ワイワイ談議
みんなで一言ずつ！
◆書記報告
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
B副会長 日吉 和代Y's
◆閉会点鐘
会長 藤田 小夜子Y's
★臨時総会

第一号議案 次期会長選出の件

Happy Birthday

Happy Anniversary

2/26 石川Y

該当者なし

会長のつぶやき

40 周年絵画作品が「みしま議会だより」の表紙に！
会長

藤田 小夜子

昨年の12月、40周年記念例会の式典を終えて気持ち的に
はホッとしたのもつかの間、絵画コンクールに尽力いただ
いた各学校へのお礼回りと絵画の返却、参加して頂いたク
ラブへのお礼を兼ねた新年例会への出席、授賞の為に出席
下さった方への挨拶と、ひとつの大きな行事を成し遂げる
には、どれだけ沢山の方にお世話になった事かと、今更なが
ら感謝に堪えません。ですが、次に控えているのが「40周
年記念誌」の発刊があります。また、皆さんの協力をお願い
することになります。そして、お礼に回ったときの皆さんの
お褒めの言葉とともに、せっかく子どもたちが「ふるさと三
島」に対し、より意識を高めてくれたこの機会に継続してゆ
く事が望ましい旨を、あちらこちらで耳にしました。はてさ
て、三島クラブのこれからをみんなで一緒に考えて、一緒に
楽しみながら、寒い冬ももう少し、花咲く春を迎えたいと
願ってます。

40 周年実行委員長

岡田 美喜子

三島クラブ創立40周年記念事業 子どもが描く「ふるさと
三島」絵画コンクールにおいて、三島市議会議長賞を受賞さ
れた三島市立北小学校６学年 土屋祥汰さんの作品「げんべ
い川」が、２月１日発行の「みしま市議会だより」の表紙を飾
りました。
「みしま市議会だより」は年４回発行され、三島市内全戸
に配布されるほか、近隣市町の行政機関へも配布されるも
ので、約５万部が印刷され、多くの市民のみなさまが作品を
目にすることになります。
「みしま市議会だより」の表紙は、
毎回、三島市議会議長賞を受賞した作品が掲載されますが、
市内では絵画コンクールが多数開催されているため、すべ
ての議長賞が表紙を飾れるわけではありません。
この度、土屋祥汰さんの作品が採用され誇らしく、三島ク
ラブ一同たいへん喜んでいます。

子どもたちの絵を返還。皆さま、ご苦労様でした。
40 周年記念事業担当

青木 利治

子どもたちの絵を1月31日（水）に藤田会長と共に三島市
内の小中学校に、やっと返還いたしました。本当は一週間前
に返還する予定でしたが、私の体調が悪かったため1月の
末になってしまいました。額縁に入った絵を学校に渡し、お
礼状とともに1月号の会報を学校に配りまして、絵画コン
クールの終了報告と展示の様子をお知らせしました。校長
先生にはお会いできませんでしたが、受け付けてくださっ
た皆さまよりお礼を言われ快く応対していただきました。
これで、すべての子どもたちの絵を返還することができま
した。
1年前に三島クラブ創立40周年記念事業として子どもた
ちに三島の風景を描いてもらおうと決めてから慌ただしい
日々でした。一昨年の12月に豊岡三島市長に訪問し、三島
クラブ創立40周年記念例会の開催をお知らせし、そこで、
三島市教育委員会学校教育課の斎藤主任を紹介いただきま
した。早速、斎藤主任に岡田さんと石川君と共に伺ってから
本格的に活動が始まりました。そして、昨年の4月初めの校
長会にて藤田会長と石川君と私の三人が伺いました。そこ
では、幾つかの他の団体の中からトップで絵画コンクール

のアピールを並居る校長先生方の前で行いました。これは、
斎藤主任の配慮でありましす。6月に入り藤田会長と一緒
に市内の小中学校へ三島クラブの絵画コンクールへの参加
申込書を配って回りまして、子どもたちに夏休みの間に絵
を描いたもらうよう学校にお願いして回りました。この努
力の甲斐があって、429点も子どもたちの絵を集めること
ができたと思います。
12月2日の絵画コンクールの表彰式に多くの親子が出席
していただきまして、子どもも保護者も喜んで表彰を受け
てもらいました。その後の12月5日から1月8日まで一ヶ月
間、子どもたちの絵を三島市役所玄関ロビーと三島大通り
商店街にて展示しました。この展示も大変好評でありまし
て、多くの皆さまより子どもたちの絵が上手だと感心仕切
りでありました。
昨年の6月の学校訪問に始まり、9月に子どもたちの絵を
いただきに参り、絵の返還など5回も学校訪問を行いまし
た。藤田会長のフットワークの良さと熱心さに感心仕切り
であります。
この子どもたちの絵を返還できまして、やっと一安心で
あります。藤田会長を初め三島クラブの皆さまご苦労様で
した。

みんなで作るご馳走会～メネット会企画
東日本区メネット委員長／メネット会

大村 知子

三島クラブメネットの恒例事業となった料理教室は、2
月12日に相川明実メネットを講師（3年連続）に開催しまし
た。参加者はメネット４名（講師相川メネットと鈴木、大村、
亡小野ワイズの各メネット）、メン＆ウイメン5名（相川、大
村、日吉、藤田、渡邉ワイズ）の9人でした。相川さんの事務
所のショウルームを会場に10時30分からワイズ農園で収
穫したキャベツ・大根・白菜・人参をふんだんに使って＜冬
野菜の汁煮＞＜クレープ包み＞＜わらびもどきミルクも
ち＞を素材の切り方、加熱のコツやレシピのアレンジアイ
ディアなどについて教えていただきました。その間、もう一
つのメニュー＜ギョウザ＞は相川ワイズと大村ワイズの男

ワイズ川柳

投稿受付
中

わいず・せんりゅう

三島クラブ会報・広報委員会
ではワイズメンバーよりの「ワイ
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。

だれの作品かわかりますか？
1,2,3 は大村メネット 4,5 は青木ワイズ
7,8,9 は光永ワイズ でした。
ぜひ皆さんもお願いいたします。

6 は石川ワイズ

性2人が担当、大皿４つに並べきれないほどたくさんの餃
子を包みました。2時間程でお料理が完成し、それは賑やか
な試食会となりました。今回初めて参加した鈴木Mと小野
Mも『楽しかった』
『美味しかった』
『次回も是非参加したい』
と好評でした。片付けも手早くざっと済ませ14時30分に解
散。興味津々で調理し、美味しく味わい、皆で幸せな時間を
共有できて絆がさらに深まりました。相川メネットと相川
ワイズの協力に深謝致します。

TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

2018年2月 第8回 役員会議事録
日
時：2018年2月6日（土）19:00〜21:00
場
所：大村 俊之Y's邸
出席数：9名中9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/鈴木農園/大
村EMC・YMCA/石川BC・広報）＋光永・大村メネット
報告事項
■01/08（月）伊東クラブ新年例会参加 藤田・青木・長澤 3名
■01/10（水）三島市へすこやかふれあいまつり 売上等寄贈
＠三島市役所 岡田委員長・藤田会長・相川・石川・青木・渡邉
6名
■01/14（日）第二回富士山部役員会（藤田会長・鈴木 2名）
評議会（藤田会長・鈴木・日吉・相川 4名）
■01/16（火）3クラブ合同新年例会＠みしまプラザホテル
三島クラブ出席者 12名中 11名出席 92%・メネット2名
（大村・長澤） メーキャップ1名（光永）
・修正出席率 100％
来賓／豊岡市長 1名 ゲスト 加藤富士山部長 1名
ビジター（栗本理事・沼津・御殿場・メネット含む） 53名
全体で68名 SMILE他（25,000円）
■01/21（日）農園事業 収穫およびファンド 鈴木委員長・藤田
会長・大村・日吉・渡邉・大村メネット メンバー5名・メネット1
名・御殿場クラブ5名 ファンド売上げ21,000円
■01/23（火）40周年実行委員会 藤田会長・石川・渡邉・相川・日
吉・光永・青木 7名
■01/24（水）熱海グローリークラブ新年例会参加 藤田・青木
2名
■01/31（水）40周年絵画受賞者市内小中学校（18校）へ絵画返却
藤田会長・青木 2名
■02/02（金）宮沢正美県会議員新春のつどい＠みしまプラザ
ホテル 三島ワイズメンズクラブ会長への招待に出席（済み）
藤田会長 1名

今後のスケジュール

■02/06（火）役員会＠大村様邸
■02/08（木）御殿場クラブ例会 藤田会長
■02/12（月）メネット料理教室＠（株）平和エアテックショー
ルーム
■02/20（火）三島クラブTOF例会＠大村様邸
■02/24（土）八王子クラブメネット例会 大村東日本区メネッ
ト委員長参加
■02/26（月）熱海クラブ例会 藤田会長・青木
■02/27（火）40周年実行委員会開催

強い義務感を持とう 義務はすべての権利に従う

■報告：野菜の盗難可能性あり。対策必要か？
■報告：2月11日（日）10:00～ 農園作業

EMC・YMCA委員会
（大村委員長）

■報告：1月 数名に誘いをかけました。
■議題：例会へのインビテーション（インビテーション候補を募
る）入会候補者の紹介について▶メンバーの協力を求めます。2
月TOF例会へ渡邉Ys友人参加を検討

IBC・DBC委員会
（石川委員長）

■報告：3月から4月にかけて京都訪問を検討

プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
■議題：2月プログラム検討▶TOF例会、料理手伝いは15:30集合、
小野ワイズメネットの招待

親睦委員会（日吉委員長）
■報告：誕生日

2/26 石川敏也

結婚記念日

会報・広報委員会（石川委員長）

なし

■議題：ブリテン原稿依頼の件▶絵画の返却：青木（済） メネッ
ト会企画：大村メネット（未） 例会報告：石川（済） 川柳：光
永・青木（12月分） 会長エッセイ

メネット委員会（大村委員長）

■報告：＜1月の活動＞0117 三島クラブ新年例会にメネット（大
村様・長澤様）2名が参加 0121 農園活動に参加（大村様） ＜2
月の活動予定＞メネット料理教室参加申し込み締め切り2/6
12日 メネット会企画料理教室＠（株）平和エアテックショー
ルーム 20日 三島クラブ例会の食事用意対応 24日 八王
子クラブメネット例会出席（大村様）
■議題：メネット会主催の料理教室について▶8名参加予定
10:30集合
■議題：TOF例会の食事準備について▶当日は15:30集合、予算
＠1,000円、料理教室時に詳細打ち合わせ
■議題：メネット献金の内訳について▶国内・絵本 3,000円／国
内東日本大震災 1,000円／国際・プロジェクト1,000円／国
際・登録料 800円

40周年実行委員会（岡田委員長）

■報告：1月23日 実行委員会 記念誌原稿依頼等検討 次回委
員会（第13回）は27日（火）開催・決算・記念誌について 記念誌
については、順次原稿集め等作業に入っていきます。

協議事項（藤田会長/相川書記）

■報告：三島クラブ チャーターメンバー・初代会長であります
伊藤学（たかし）様逝去 1/28に葬儀済み。
■報告：富士クラブ30周年 3月24日（土）14:00～18:30 ロゼシ
アター 登録料 8,000円 登録者 藤田会長・渡邉・日吉・相
川・青木・石川・大村・岡田・鈴木・長澤・大村メネット 計メン
バー10名・メネット1名
■報告：東京グリーンワイズメンズクラブ 設立45周年記念例会
3/21（祝・水）13:00～17:00 オーラム／AURUM 総合宴会場
登録料5,000円 登録者 藤田会長・青木・大村・鈴木・大村メ
ネット 計メンバー4名・メネット1名
■議題：次期会長選出の件 前回の打ち合わせで内定をした藤田
次期会長承認の件▶承認
■議題：次期会長承認 臨時総会実施の件 2月例会時に開催を
検討▶承認

会計（青木会計）

■議題：後期納付金の内訳を提示、確認▶承認

CS・BF委員会（岡田委員長）

■報告：プルタブ：580g（藤田）
・1850g（日吉） 古切手：212g（藤
田）
■議題：見晴学園奉仕活動の件▶3月実施で調整（3/9 or 3/19で
検討）

農園委員会（鈴木委員長）

三島ワイズメンズクラブ 2018年2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。

在籍者

12名 メネット

1名 スマイル累計

出席者

11名 ゲスト

2名 プルタブ

2,430g

出席率

92％ ビジター

53名 プルタブ累計

3,459g

メーキャップ

1名 総出席数

68名 古切手

修正出席率 100％ スマイル 25,000円 古切手累計

152,740円

212g
366g

