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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 「 隣 人 を 自 分 の よ う に 愛 し な さ い 。」

ルカ10章27節

オリンピック選手のインタビューの中で「たくさんの人たちに支えられてオリンピックで競技をすることが出来ました」と
いうような言葉を耳にします。確かに、そうした選手を支える大勢の人々の働き抜きには選手の活躍はあり得ないもので
しょう。同様に、子どもたちが毎日を心健やかにその子らしく過ごすことは皆さんの支えなしには成り立たないものです。
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2018年3月例会
日 時：2018年3月20日
（火）
18:30～21:00
会 場：高田屋 (055-975-0495)
三島市本町1-41
受 付：日吉 和代Y's
司 会：石川 敏也Y's

2 月 TOF 例会報告
A 副会長

渡邉 近子

先月2月20日（火）は、TOF例会で前年同様、大村邸をお借
りしました。材料の野菜は、2月11日（日）に収穫し大村家で
保管して頂きました。
当日は、大村メネット、相川メネットのご協力のもと、藤
田会長、日吉ワイズ、渡邉で例会の食事の準備を行いまし
た。私は、材料を用意し下働きをするだけで、後は、皆さんに
お任せでした。
今回は、ちらし寿司、野菜煮込み、味噌汁、それに日吉ワイ
ズの手作り漬物。また、藤田会長よりセロリの漬物。TOFで
は豪華すぎるなと思いました。皆で和気あいあいの手作り
料理は、本当に楽しいひと時でした。
18時30分になり、仕事等の都合により石川ワイズ、岡田
ワイズが遅れるということで、大村メネットを含め8名ぐ
らいの参加者でスタートをしました。なんだか最初は、さみ
しい例会だなと思いながら、ちらし寿司等を頂きました。で
も、本当に料理が全部おいしく、今回は残さず沢山頂きまし
た。皆さんもおいしそうに食べていて、自分も嬉しくなりま
した。その後、石川ワイズが来てワイワイ談義で楽しく盛り
上がりました。久しぶりに大笑いさせていただきました。こ
んな楽しい例会に私の知り合いをインビテーションできた
ら良かったけど、体調不良のため欠席でしたのが残念でし
た。次回の3月例会に来ていただくよう積極的にがんばり
ます。また、岡田ワイズも遅くなりましたが来て頂き良かっ
たと思います。少ない人数でしたが、本当に有意義な例会で
した。
大村ワイズ、メネット様の御好意により今回もこのよう
な素晴らしい例会を開催するこができました。ありがとう
ございました。

◆開会点鐘
会長 藤田 小夜子Y's
◆開会の言葉
鈴木 忠雄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
司会＆親睦委員会
◆食前の感謝
青木 利治Y's
◆会
食
◆卓
話
「三島市の市政概要について」
三島市長 豊岡 武士様
◆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
光永 尚生Y's
◆閉会点鐘
会長 藤田 小夜子Y's

Happy Birthday

Happy Anniversary

3/05 長澤Y's
3/14 山田Y's
3/18 青木M

3/11 岡田夫妻

次期会長・部役員研修会に参加して
会長

藤田 小夜子

今年にしては珍しく暖かい3月の3日・4日に恒例の次期
役員会が東山荘にて開かれた。三島クラブからの参加者は
今年は私一人でちょっと寂しく、心もとない思いもしつつ
東山荘に着くと、光永東日本区連絡主事が迎えて下さり、受
付は東日本区の小原さん、札埜さん、青木さん、大川さん、栗
本理事の顔が有りホッとして挨拶をさせていただいた。例
年通り受付で会費を払い、資料を受け取り昼食を頂く。
1日目
13:00～開会式始まり、オリエンテーションまで約30分
研修Ⅰ 東日本区の現況の説明～ワイズ・YMCAパート
ナーシップ・質疑応答までのプログラムを約1時間で休憩
恒例によって 東山荘前のスロープで参加者全員記念撮影
研修Ⅱ-１ ワイズ事業についての説明、次年度に向けての
準備・目標・活動方針を次期理事～次期区各主任までの説明
研修Ⅱー2 5グループに分かれて、研修1の理解を深める
タイム
ここまでが１日目の主な研修 17:40まで
各自チェックインを済ませ、18:30～20:00まで夕食懇談会
東日本区の区、部、クラブの役員がランダムの配置のテー
ブルでの懇親会、懇談会は和気藹々としていて同じ志を持
つ仲間だからこその楽しい時間の共有は何回参加しても心
地よい。ここで6月2～3日の東日本区大会のPRタイムに私
も参加した。その後、次期渡邉富士山部長を囲んでの懇親
会。今年は欠席の会長、帰られた会長、役員もあり昨年より
少人数ではあったが、皆、忌憚のない意見も聞けて良い懇親
会であったと思う。
2日目
5人で宿泊した仲間2人が早朝散歩に出かけて、朝食を取
り、チエックアウトし7:50から日曜礼拝に参加する。
研修Ⅲ IT利用による情報伝達・ITツール活用について
（フェイスブックでEMC活動等）
研修Ⅳ 東日本区に関する諸役員の役割・手続き・事務所か
らの依頼等々
研修Ⅴ 分科会

会長グループと区・部役員に分かれて1分間トーク
次期に向けて方針、抱負、思い、それぞれ各クラブによって
会員の減少、悩み、会費、区への献金の問題等々、多かれ少な
かれ抱えている問題はどこのクラブにも有り、高齢化率も
上がりクラブ運営も難しくなることを実感する。
研修Ⅵ ワイズクイズの回答、アンケートの回収
監事講評
閉会式 8:50から始まった研修も12:30で終わった。その

後、昼食。
2日目の東山荘は朝からスギ花粉が飛び交い、
「今日から
花粉症がはじまった」と言うメンバーの声を聞きながら我
が愛車に行くと、夜露の上にスギ花粉か、はたまた黄砂か、
しっかり車に後を残して乾いたものだから、帰る道々見づ
らいのと恥ずかしいのとで、ガソリンスタンドに飛び込み
洗車せずには家に帰れない、そんな日和でした。
余談はさておき、3年間続けて研修会に出席して感じる
ことは、ワイズメンは誰のために？何のために？どうした
ら？どうするべき？やっぱり自分が自覚したときにワイズ
メンとして生きてゆけるのかな？なんて思ったりする昨今
です。

沼津クラブ主催「日本語スピーチコンテスト」
会計

青木 利治

2月25日(日)、沼津クラブ主催の第2回「日本滞在留学生、
外国人の為の日本語スピーチコンテスト」に沼津クラブの
長谷川ワイズの呼び掛けに答えて出席しました。会場はプ
ラザブェルデ4階会議室で、午後1時30分より開催されまし
た。
発表者は日本大学国際関係学部より中国人2人、
インドネシア人1人、沼津高専のマレーシア人1人な
ど計4名がスピーチしてくれました。テーマは「私の
故郷、私の国」で、それぞれのお国柄を5分位で発表
してくれまして、微笑ましくも楽しく聞くことがで
きました。皆さん、本当に流暢な日本語で発表して
くれました。栗本東日本区理事と加藤富士山部長、
金光CS主査が審査員として出席しています。前原東
日本区CS主任も出席していました。また、日本大学
教授の高橋ワイズとお会いすることもでき、三島ク
ラブでの卓話をお願いすることができました。
なによりも、
「日本語スピーチコンテスト」によっ
て留学生との交流が続くことを願います。沼津クラ
ブさん頑張ってください。

熱海クラブ例会訪問！
会報・広報委員

長澤 武則

去る2月26日、熱海クラブの例会に参加して参りました。
熱海クラブは人数が多く、さすが三島クラブの母体だと感
じました。

例会では、スマイル熱海（こども食堂）のご苦労・発展の話
の中で農作物等の支援についてありましたが、早速、三島ク
ラブの農園野菜を差し入れしたと役員会の議事録で知り、
これぞワイズの信条と敬服いたしました。
例会でもう一つ、印象に残っている事はスマイルでして、
どれだけネタがあるのだろう？という位、会員全員の何か
しらの良い出来事を紹介出来ている事に驚きました。1月
に伊東クラブの例会に参加した際にも感じましたが、双方
のクラブとも元気がいいという点が、強く印象に残ってい
ます。
三島クラブも負けないように明るく・元気よく、みなさん
と盛り上げて行きたいと思います。

東京八王子クラブ TOF・メネットナイト例会
東日本区メネット委員長／メネット会

大村 知子

2月24日、北野市民センターで開催されたメネットナイ
トに参加させていただきました。メネット会がある数少な
いクラブです。
昨年末に辻久子メネット委員からご案内いただいていた
東京八王子クラブのメネットナイトでした。アクティブメ
ネットは数名とのことですが、例会の企画・準備・実施まで
メネットの責任において全てを運営され（勿論ワイズウイ

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
6,7,8,9 は光永ワイズ でした。
ぜひ皆さんもお願いいたします。

メン・メンとの協働もあるとは思います）、卓話の交渉も司
会も食事準備もメネットが担当しての例会でした。TOF例
会で、おにぎり2個とメネット手作りの漬物、東京クラブゲ
ストのお土産と三島の楽寿の実がデザートの会食は和やか
に進行しました。
卓話は、音楽療法士の森脇美佐さん(解説 能村昭子さん、
独唱 前山博子さん）による「音楽療法を楽しく」と題して、
解説や説明と実演で、皆で歌ったり体を動かしたりを通し
ながら音楽療法について体験的に解りやすい卓話でした。
森脇さんは、静岡市清水区出身（清水西高、音大卒）とのこと
で一層親しみと関心が増し、楽しい認知症予防のひと時を
過ごしました。メネット会の底力を肌で感じ、メネットの活
動の在り方について示唆を得た機会でした。

TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

2018年3月 第9回 役員会議事録
日
時：2018年3月6日（火）19:00〜21:00
場
所：大村 俊之Y's邸
出席数：9名中7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/鈴木農園/大村EMC・
YMCA）＋山田・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

＜内容＞決算及び反省・意見交換会 来期の市民すこやかふれ
あいまつりは、11/18（日）第3日曜日となります。
（例年は第2日
曜日ですが、体育館使用の関係で、第3になっています）
■議題：見晴学園奉仕活動の件▶日程調整を早めに行う。

農園委員会（鈴木委員長）

■報告：農園野菜 ジャガイモ植えまでに各自野菜を収穫しても
らうように依頼 ジャガイモ日程を委員長確認。

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。
■02/02（金）宮沢正美様新春のつどいにクラブ会長として出席
■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
藤田会長 1名
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。
■02/06（火）役員会 藤田会長・渡邉・日吉・相川・青木・岡田・鈴
IBC・DBC委員会
（石川委員長）
木・大村・石川・光永 出席者10名
■報告：4月以降に京都訪問を検討
■02/08（木）御殿場クラブ例会出席 藤田会長 1名
プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
■02/11（日）ワイズ農園野菜収穫 藤田会長・鈴木委員長・大村・
■議題：3月プログラム検討▶承認
日吉・渡邉・ メンバー5名 計5名
親睦委員会（日吉委員長）
■02/12（月）メネット料理教室開催＠株式会社平和エアテック
■報告：誕生日 05 長澤・14 山田・18 青木恭子メネット 結婚
ショールーム 大村メネット委員長・藤田会長・渡邉・日吉・大
記念日 11 岡田夫妻
村・相川・小野様・鈴木M・相川Ｍ メンバー5名・メネット3名・
会報・広報委員会（石川委員長）
ゲスト1名 計9名
■02/20（火）三島クラブTOF例会＠大村様邸
■議題：ブリテン原稿依頼の件▶例会報告（渡邉）
・川柳（光永・青
三島クラブ出席者 13名中 9名出席 75%・メネット2名
木）
・会長（次期東日本区役員研修会）
・青木（沼津クラブスピー
（大村・相川） メーキャップ3名（光永・長澤・山田）
・修正出席率
チコンテスト）
・長澤（熱海クラブ例会訪問）
・大村メ（八王子ク
100％ SMILE他（8,000円・切手500g 日吉）
ラブ例会報告）
■02/25（日）沼津クラブ主催「日本滞在留学生、外国人の為の日
メネット委員会（大村委員長）
本語スピーチコンテスト」 青木 1名
■報告：
■02/26（月）熱海クラブ例会出席 藤田会長・青木・長澤（メー
【2月活動報告】
キャップ）出席 3名 40周年記念例会のお礼
02/12 三島クラブメネット主催料理教室開催（平和エアテック
今後のスケジュール
2Ｆ） 講師 相川Ｍ 参加者 藤田・渡邉・日吉・大村・相川・
大村M・鈴木M・小野元M（メンバー5名・メネット3名・ゲスト1
■03/01（木）スマイル熱海（こども食堂）に農園野菜の差し入れ
名） 会費2,000円 Ys農園野菜（白菜・キャベツ・人参・大根）
（藤田会長）
02/20 三島クラブTOF例会食事提供（ちらし寿司・味噌汁他）
■03/03（土）～04（日）次期東日本区役員研修会＠YMCA東山荘
に協力（場所：大村様邸キッチン）大村Ｍ、相川Ｍ（メネット2名）
藤田次期会長
02/24 八王子クラブTOF例会（メネットナイト） 八王子市北
■03/06（火）3月度役員会
野文化会館） 大村Ｍ 1名 出席
■03/20（火）三島クラブ3月例会
【3月予定】
■03/21（水）東京グリーンクラブ45周年記念例会
03/20 三島クラブ例会 大村Ｍ出席予定
■03/24（土）富士クラブ30周年記念例会
03/13 東京クラブ例会（メネットナイト）
協議事項（藤田会長/相川書記）
東陽町YMCA 大村・大村M出席
■報告：富士クラブ30周年 3月24日（土）14:00～18:30 ロゼ
03/21 東京グリーンクラブ45周年記念例会 大村Ｍ出席
シアター 登録料8,000円 登録者：藤田会長・渡邉・日吉・相
03/24 富士クラブ30周年記念例会 大村M出席
川・青木・石川・大村・鈴木・長澤・岡田・大村メネット・岡田パー
■議題
：特別メネット制度について▶三島クラブとしては対応し
トナー 計メンバー10名・メネット2名
ていく。まずは小野元メネットに会長から確認。会費等は、今後
■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
検討（年2,000円など 実質は通信費くらい。例会参加等は、功
3/21（祝・水） 13:00～17:00 オーラム／AURUM 総合宴会場
労会員等と同等対応）。ロースターには記載。
登録料5,000円 登録者：藤田会長・青木・大村・鈴木・大村メ
40周年実行委員会
（岡田委員長）
ネット 計メンバー4名・メネット1名
■議題：富士クラブ30周年 交通手段について▶車（青木（石川）
・ ■報告：記念誌校正について。13回実行委員会検討中。
鈴木（大村・大村メ）
・相川（藤田・渡邉・日吉・長澤)・岡田・岡田Pは
別に訪問
■議題：東日本区大会 登録対応について 現状鈴木ワイズのみ
個人にて登録済み・各自登録とするか、まとめての登録とする
か・登録料の振り込み対応方法・全員登録の必要性の有無と費
用負担必要性の有無を検討▶全員登録とする 登録は鈴木・光
永以外書記の一括対応とする。
（大村メ含む）
・藤田会長：代議員
会／日吉：ゴルフ・前夜祭／大村メ：メネットアワー・登録料は、
会計より一括振り込みとする（例会時に集金）
・クラブからの負
担金については、会計状況を見て判断する・西日本区大会の登
録は各自対応とする。
■議題：東日本区大会：沼津より手伝いの要請について▶例会に
おいて日時分担を行う。
（会長・光永は除外） 現状：6/2 AM（不
可者：日吉・山田）
・6/2 PM（不可者：山田）
・6/3 AM
（可能者：日
吉・鈴木・大村）

会計（青木会計）
■議題：特になし

CS・BF委員会（岡田委員長）
■報告：03/02

市民すこやかふれあいまつり実行委員会

三島ワイズメンズクラブ 2018年3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

2名 スマイル累計

出席者

9名 ゲスト

0名 プルタブ

出席率

75％ ビジター

メーキャップ

3名 総出席数

修正出席率 100％ スマイル

0名 プルタブ累計

160,740円
0g
3,459g

11名 古切手

500g

8,000円 古切手累計

866g

