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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 「わたしは世の終わりまで、
いつもあなた方とともにいる。
」マタイによる福音書28章20節

いつも一緒にいてくれる人がいることはなんと心強く、幸せなことでしょう。そのうえ自分と一緒にいてくれる人が
自分のことを喜んでくれたり、受け入れてくれる人であればその心強さと幸せはなおさらのことです。それは、、信頼
感によって支えらえるからです。この信頼感を私たちに与えるためにイエス・キリストはよみがえられたのです。
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2018年4月例会
日 時：2018年4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：相川 毅Y's
司 会：日吉 和代Y's

3 月 例会報告
書記

相川

毅

3月20日（火）3月の定例会が豊岡三島市長に卓話者とし
てゲスト参加いただき通常の例会場である高田屋の2階で
開催されました。参加者は豊岡三島市長、ビジターとして沼
津クラブ 長谷川ワイズ・小林ワイズ、メネットとして大村
メネット、そしてメンバー8名の計12名でこじんまりとし
た例会となりましたが、東日本区大会の件、そして、三島市
の現状報告と未来像を語る豊岡市長の卓話で規定の時間が
あっという間でした。三島市の確かな前進と明るい未来を
感じた中で、私たち地元ワイズメンズクラブとしてさらな
る協力をしていきたい！とメンバーが感じることが出来た
のではないでしょうか。また、東日本区大会については、三
島クラブは全員登録！出来れば全員参加で担当の沼津クラ
ブを盛り上げて行ければと思います。
最後に、クラブ例会は少人数だからこそ時間厳守・規則
遵守・マナー厳守でメリハリを持ってやっていくべきと感
じました。この人数で、だらだらになると、単なる座談会に
なってしまう。魅力ある例会のためにも、充実した2時間を
これからも作っていきたいと思います。プロドラさん、そ
してメンバーの皆さん、三島クラブのパワーを今こそ！頑
張っていきましょう。

◆開会点鐘
会長 藤田 小夜子Y's
◆開会の言葉
光永 尚生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
◆卓
話
「外国に由来する子どもたちを
支援して」
講師 のびっこクラブ代表 石井 千恵子 氏
のびっこクラブ副代表 黒萩 道義 氏
◆食前の感謝
大村 俊之Y's
◆会
食
◆誕生日・結婚記念日祝
司会＆親睦委員会
◆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
岡田 美喜子Y's
◆閉会点鐘
会長 藤田 小夜子Y's

Happy Birthday

Happy Anniversary

4/09 相川Ｍ
4/25 岡田Y's

4/24 鈴木夫妻
4/29 青木夫妻

富士ワイズメンズクラブ創立 30 周年記念例会
B 副会長

日吉 和代

3月24日（土）、14時より第1部としての、東海サッカー協
会会長・県サッカー協会副会長高田稔様の「サッカーこそ、
我が師」というテーマで記念講演が始まりました。
サッカー少年、そのご家族の参加で会場も若さにあふれ
熱心に講演を聞いている姿に気持ちが良かったです。私個
人としては、あまりサッカーに興味が無かったのですが、皆
が熱心に聞いている姿に感心しました。
第2部、記念式典が漆畑会長の点鐘とともに始まった。来
賓の小長井富士市長、森熱海YMCA理事長の祝辞があり、
140名余のゲスト・ビジターの参加で第二部終了。
第3部懇親会は賑やかに始まった。漆畑会長の紋付袴姿
はかっぷくが良いので本当によく似合っていました。
なごやかに楽しく懇親会が終了し30周年記念式典が終
了しました。

東京グリーンクラブ記念例会に出席
会計

青木 利治

3月21日(水)、東京グリーンクラブの設立45周年記念例
会に藤田会長と鈴木ワイズと共に出席致しました。なぜ、設
立45周年記念例会を開催したか、東京グリーンクラブの会
長から挨拶の中で話をしてくれました。それは、高齢化で
す。設立50周年までにメンバーの高齢化でどのくらいのメ
ンバーが残ることができるか、今いるメンバーが元気なう
ちにやろうということでした。その話を聞いて他人事では
ないなあと私は思ったしだいであります。
記念例会は総勢150名位の出席です。富士山部から熱海
クラブや熱海Ｇクラブ、伊東クラブなど大勢出席していま
した。やはり、栗本東日本区理事がいる影響だと思います。
ほとんどが東京の各クラブのメンバーでありましたが、私
のテーブルは熱海Ｇクラブのみな様と同じテーブルで安心
しました。入会者が遅刻したために入会式が遅れるハプニ
ングもあり、記念例会はあまり格式ばらず、和気あいあいと
したものでした。

第 3 回東日本区役員会に出席しました
東日本区メネット委員長／メネット会

大村 知子

4月7日、8日に東日本区役員新旧合同会議が熱海の聚楽
ホテルにおいて開催され参加しました。各役員の11月以降
の活動報告と15議案について熱心な議論を交わし、懇親会
では美味しい料理やアルコールで盛り上がり、参加者全員
の2分間スピーチなど和やかに進みました。多くの方は2
次会、3次会と熱海の夜を楽しんだようですが、私は8日が
町内の祭りだったのでトンボ帰りして翌朝、祭りの準備を
してから2日目の会議に出席してきました。国内外のワイ
ズの情報を知り、次期役員の方々ともお近づきになれた貴
重な機会に恵まれました。三島クラブからは光永ワイズも
YMCAとして参加されていて心強かったです。

東京クラブ 3 月例会メネットナイトに出席
東日本区メネット委員長／メネット会

大村 知子

2018年3月13日（火）18：30～20：45 会場：東京YMCA社
会体育・保育専門学校で開催されたメネットナイトに東日
本区メネット委員長としてご案内をいただき、大村と一緒
に出席しました。東京クラブでは、1976年4月に第1回目の

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 は大村メネット 3,4,5 は青木ワイズ
6,7,8,9,10 は光永ワイズ でした。
ぜひ皆さんも投稿をお願いいたします。

メネットナイト を開催して以来、43年間一度も休まずに、
年1回のメネッ トナイトを続けてきたという実績を積んで
こられたメネット会だけに、点鐘から始まり例会のすべて
をメネットが運営されました。メネットの手作りお菓子な
どを献品してのバザーもあり、日頃の東京クラブメネット
会の活動の一端にも触れました。そしてその例会をメンが
穏やかに見守り、頼りにもしているという雰囲気がとても
好ましく和やかでした。ビジターが八王子クラブ会長や江
東クラブ、横浜クラブのメネットで女性パワーが一層増し
ました。
卓話は、はとバス運輸部ガイド課バスガイドインストラ
クターの遠藤はな子氏が、はとバスの歴史とその「おもてな
しの舞台裏」と題して、
「東京の風景とはとバス」というスラ
イドで懐かしい古い写真を沢山映しながら、はとバスガイ
ドの歴史や短期間での猛特訓の社員教育のお話をユーモ
アたっぷり、楽しく語られました。遠藤さんはガイドとして
20年働き、経験を認められ現在12人のトレーナーを まと
めるインストラクターとして活躍されているという方で名
刺交換もし、はとバスでの東京巡りを企画する楽しみも出
来ました。
始まりのワイズソングは言語で、会の終わりはメネット
の歌で閉めるなど東京クラブらしい例会で、共に参加した
大村ワイズも旧知のメンや三島に縁のあるメンバーとの交
流ができ、楽しい会だったとのことです。

TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

2018年4月 第10回 役員会議事録
日
時：2018年4月3日（火）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・会報広報）＋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

募る。入会候補者の勧誘と情報収集にご協力を。▶現在期首と
同じ11名になっています。情報提供をよろしくお願いします。

IBC・DBC委員会
（石川委員長）

■報告：西日本区大会に出席したメンバーにより帰りの日曜日に
昼食会を開いて交流会とする予定です。大会の土曜日は日帰り
だそうです。現在、京都の交流委員長に検討いただいておりま
す。11日（水）に役員会があるそうなのでそこで話してくれるこ
とになっています。また、東日本区大会が沼津なのでよかった
ら一緒に飲みましょうと誘ってあります。そちらについても検
討いただけることになっております。

■03/01（木）スマイル熱海に農園野菜の差し入れ（藤田会長）
■03/03（土）-04（日）東日本区次期役員研修会 YMCA東山荘
プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
（藤田会長）
■議題：4月プログラム検討▶承認
■03/06（火）第九回役員会 義務者9名中7名出席（欠席：石川・岡 親睦委員会
（日吉委員長）
田）山田（2月例会メーキャップ）
■報告：誕生日 岡田（4/25）
・相川メ（4/9）結婚記念日 青木夫
■03/10（土）ワイズ農園 野菜収穫、片付け （鈴木委員長）
妻（4/29）
・鈴木夫妻（4/24）
■03/11（日）ワイズ農園 野菜収穫・片付け・じゃがいも作付け
会報・広報委員会（石川委員長）
用面積の草取り（鈴木委員長・藤田・御殿場クラブ4名 計6名）
■議題：ブリテン原稿依頼の件▶例会報告 相川（未）
・川柳 光
■03/13（火）東京クラブ例会（メネットナイト）＠東陽町YMCA
永・青木・富士クラブ30周年 日吉・東京グリーンクラブ45周年
大村・大村メネット メンバー1名・メネット1名
青木・東京クラブ例会（メネットナイト） 大村知子M
■03/17（土）じゃがいも植え付け（鈴木委員長・藤田・渡邉・日吉・
メネット委員会
（大村委員長）
青木・大村・大村メネット メンバー6名・メネット1名）
■報告
：
宮沢先生の指導の下、肥料散布・畝作り・マルチ張り・じゃがい
【3月活動報告】
もの種イモの植え付け作業を行いました）
（大村・
■03/20（火）3月例会 高田屋 卓話者 豊岡三島市長ビジター 03/13 東京クラブ例会（メネットナイト）@東陽町YMCA
大村メ）
長谷川・小林（沼津）メンバー 8名（欠席 鈴木・岡田・長澤・山
田）
・メネット1名（大村メネット）
・ゲスト1名・ビジター2名 計 03/24 富士クラブ30周年記念例会出席（大村メ）特別メネット
制度について承認されました。
（小野メネット確認中）
12名 出席率 67％ メーキャップ（鈴木・長澤・岡田 富
【4月予定】
士30周年／山田 役員会） スマイル10,500円 修正出席率
04/7-8 第三回東日本区役員会＠熱海聚楽ホテル（大村メ）
100%
04/18 あずさ部3クラブ合同メネット会@相模原（大村メ）
■03/21（水）東京グリーンワイズメンズクラブ45周年記念例会
04/23 第3回東日本区ワイズメネット委員会＠四谷YMCA
（大村
（藤田・青木・鈴木・大村・大村メネット メンバー4名・メネット
メ）
1名）
40周年実行委員会（岡田委員長）
■03/24（土）富士ワイズメンズクラブ30周年記念例会（祝儀
10,000円）
（藤田・渡邉・日吉・相川・青木・石川・鈴木・大村・長澤・ ■報告：40周年については記念誌の挨拶文依頼を光永ワイズより
岡田・大村メネット・岡田パートナー メンバー10名・メ／パ
送っていただくことになっております。挨拶文は以下の方が対
2名）
象 藤田会長・国際会長・三島市長、東日本区理事・熱海YMCA理
事長・富士山部部長・熱海クラブ会長・沼津クラブ会長・京都ク
今後のスケジュール
ラブ会長
■04/03（火）第十回役員会
■04/15（日）農園作業 9:00～ ブロッコリー片付け、草取り他
■04/17（火）三島クラブ4月例会＠高田屋

協議事項（藤田会長/相川書記）

■議題：東日本区大会 登録対応について（現状鈴木ワイズ・光永
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（最終 長澤さんの登録を確認）
今月中に登録処理完了予定 手伝いについては再度検討。一日目
午前中を多くしたい。▶登録は今週中に対応、登録後振り込み
は会計から（光永のみ振り込み済み）手伝いは、沼津クラブより
正式に依頼事項確定後検討します。
■議題：西日本区大会は、藤田会長・青木参加予定 他予定があれ
ば。▶大村メネット（日帰り）追加、個々に登録済み
■議題：山田敬悟様退会の件▶2018年4月３日を持って退会を承
認。

会計（青木会計）

■報告：今月は最終の会費納入月です。よろしくお願いします。

CS・BF委員会（岡田委員長）

■議題：見晴学園奉仕活動について▶第一希望 5/19（土）にて打
診。
（予備日 4/19（木））時間は9時半からを予定。正式確定後
委 員長より連絡する。

農園委員会（鈴木委員長）

■報告：4月15日（日）9:00～農園作業実施（ブロッコリー片付け、
草取り他）案内を書記からメールします。

EMC・YMCA委員会
（大村委員長）

■報告：インビテーション候補 渡邉・大村より話のあった候補
者はともにNGとなった。
■議題：全メンバーの総力を挙げ、例会へのインビテーションを

三島ワイズメンズクラブ 2018年4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

8名 ゲスト

1名 プルタブ

出席率

67％ ビジター

メーキャップ

4名 総出席数

2名 プルタブ累計
12名 古切手

修正出席率 100％ スマイル 10,500円 古切手累計

171,240円
0g
3,459g
0g
866g

