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三島クラブ会長主題：まずは参加！そして継続〜更なる躍進
（藤田小夜子：三島）

主題

国際会長：私たちは変えられる（Moon Sang Bong：韓国） アジア太平洋地域会長：アクション（田中博之：東日本区）
東日本区理事：為せば、成る（宮内友弥：東京武蔵野多摩） 富士山部部長：生き活き！ワクワク！仲間と共に！（渡邉実帆：沼津）

今月のことば 「イエスは知恵が増し、
背丈も伸び、
神と人とに愛された。
」

ルカによる福音書 2章52節

知恵は開かれるもの。背丈も伸ばされるもの。神は我々人間に与えた命を開いてくださるお方である。一人ひとりに備えられたものは違う。その人の
命は他の命とは違うのであり、同じように生きなければならない命ではない。一人ひとりが自分自身に備えられた命の道を歩いて行く。

2019年1月3クラブ合同新年例会・部長公式訪問 ： 1月17日（木）18:30～

YMCA
国際青少年センター

東山荘

受 付：青木利治・渡邉近子 Y's ／司 会：御殿場クラブ 杉山将巳 Y's

Happy Birthday >>>> 1/
Happy Anniversary

2 光永 M
1/23 青木
1/25 藤田
>> 1/17 光永夫妻

12 月 例会報告～クリスマス例会と祝会
親睦副委員長

光永尚生

午後までの雨があがり、12 月の例会はクリスマス例会
と称して、社会福祉法人恵明学園児童部のメイン棟を借用
して開催されました。藤田会長より「農園の白菜は 50 玉
の収穫 OK」の報告がありました。
12 月 26 日には、御殿場クラブからの来場も含め、今
年最後の収穫を予定。また、三島市で子供たちの大規模な
スポーツの催しなどがあることがわかり、次年度以降に三
島クラブの CS 活動の場面ができる可能性も紹介されまし
た。各委員会報告では、EMC インビテーションの推進を
今後とも継続することの報告と、故小野ワイズの奥様から、
三島クラブへのご寄付を頂いた報告がありました。
その後、子どもたちとのクリスマス祝会の準備に入り、
大サンタさんとトナカイたちのにぎやかな雰囲気で、サン
タ帽子をかぶって、子どもたちの劇を鑑賞することになり
ました。三島クラブから寄贈させていただいたクリスマス
ツリーの飾りつけも悪戦苦闘の中、無事にできました。よ
いクリスマスイブに感謝でした。
日 時：2018 年 12 月 24 日（月・祝）14:30 ～ 15:00
会 場：社会福祉法人恵明学園児童部メイン棟
参加者：8 名（藤田会長、大村、青木、渡邉、岡田、長澤、岩田、光永）

◆開会点鐘
3 クラブ会長
◆開会の言葉
沼津クラブ
◆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 泉
文雄 Y's
三島クラブ会長 藤田小夜子 Y's
御殿場クラブ会長 若林久美子 Y's
◆ゲスト・ビジター紹介
御殿場クラブ会長 若林久美子 Y's
◆来賓挨拶
富士山部部長 渡邉 実帆 Y's
御殿場市長 若林 洋平 Y's
◆食前の感謝
御殿場クラブ 長田 和子 Y's
◆会
食
◆日
舞
御殿場木の実会の方々
◆誕生日・結婚記念日祝
各クラブ担当委員会
◆スマイル・出席率報告
各クラブ担当委員会
◆閉会の言葉
三島クラブ 光永 尚生 Y's
◆閉会点鐘
3 クラブ会長

TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

2019 年 1 月 第 7 回 役員会議事録
日
時：2018 年 12 月 18 日（木）18:30 〜 19:00
場
所：松韻
出 席 数：10 名 中 6 名（ 藤 田 会 長 〇 / 日 吉 A 副 会 長・ 親
睦● / 石川 B 副会長・会報広報〇 / 相川書記〇 / 長澤副
書記● / 青木会計〇 / 岡田 CS・BF ● / 大村農園・EMC・
YMCA 〇 / 渡邉プロドラ〇 / 鈴木 IBC・DBC ●）＋光永親
睦福・大村メネット 計 8 名
活動報告
■ 12/01（日）富士山部部大会＠ウェルサンピア沼津
藤田会長・石川・青木・大村・岩田・大村Ｍ メンバー 5 名・メネッ
ト1名
■ 12/06（木）役員会
藤田会長・石川・相川・青木・岡田・大村・鈴木・渡邉・光永・
大村Ｍ メンバー 9 名・メネット 1 名 メンバー 7 名・メネッ
ト1名
■ 12/08（土）農園事業：御殿場クラブとの農園野菜収穫・ファ
ンド 藤田会長・大村委員長・鈴木・渡邉・大村 M メンバー
4 名・メネット 1 名・御殿場クラブ 7 名
■ 12/09（日）宮沢正美さん出陣式
■ 12/10（月）故小野和昭ワイズ宅へ富士山部長特別賞届け
藤田会長
■ 12/11（火）宮沢正美 個人演説会
■ 12/12（水）絵画コンクール打ち合わせ
藤田会長・青木委員長
■ 12/14（金）御殿場クラブ 12 月例会＆東山荘感謝会
藤田会長
■ 12/15（土）鈴木忠雄ワイズ 入院・手術お見舞い
■ 12/18（火）・次期会長選考委員会 ( 藤田会長・相川・青木・石川・
大村）
・役員会（藤田会長・相川・青木・石川・大村・光永・渡邉・
大村 M）
・忘年会兼 40 周年記念打上げ（藤田会長・相川・青木・
石川・岩田・大隅・大村・光永・渡邉）
■ 12/19（水）クリスマス祝会用ケーキ注文確認・お菓子購入・
パッケージ作成等 光永・日吉 2 名
■ 12/22（土）建国記念日の奉祝行事 役員会 藤田会長
■ 12/24（月）三島クラブ 12 月クリスマス例会＠恵明学園
メンバー 9 名（藤田会長・青木・岩田・大隅・大村・岡田・長澤・
光永・渡邉／欠席 相川・石川・鈴木・日吉）メネット大村知
子 M 計 11 名 出席率 69% 修正出席率 92％（メーキャッ
プ 相川・鈴木・石川）スマイル 10,000 円
■ 12/26（水）農園事業：野菜収穫・ファンド事業
藤田会長・大村委員長・青木・岩田・渡邉 5 名＋大村 M 計
6名
■ 12/27（木）農園事業：野菜収穫・ファンド事業
藤田会長 1 名

強い義務感を持とう 義務はすべての権利に従う

■予定：宮澤氏・細井要氏へのお歳暮

EMC・YMCA 委員会（大村委員長）
■議題：インビテーション候補者を募る
▶協力よろしくお願い致します。

IBC・DBC 委員会（鈴木委員長）

■報告：京都×三島クラブ温泉交流会 開催日：2019 年 02 月
09 日（土）～ 10 日（日） 開催場所：KKR 伊豆長岡千歳荘
参加費用：13,000 円（未定） 一泊二食 （宴会のみ 5,400 円）
現状 京都クラブ 7 名（他 6 名が検討中）＋三島クラブ 4 名（青
木・石川・藤田・光永） 最終確定日を再確認する。

プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）

■議題：1 月プログラム検討
▶承認
■議題：1 月例会予定について（沼津・三島・御殿場３クラブ
合同例会）
▶ホスト御殿場クラブ 2019.1.17（木）18:30 ～ YMCA 東山
荘にて開催

親睦委員会（日吉委員長）

■報告：12/19（水）クリスマス祝会用 ケーキ注文確認・お菓
子購入・パッケージ作成 12/24（月）クリスマス例会
14:30 恵明学園集合 恵明学園クリスマス祝会奉仕参加

会報・広報委員会（石川委員長）

■議題：ブリテン原稿依頼の件
▶例会報告：日吉 連載記事：YMCA（光永） クリスマス例会
サンタより：光永 忘年会・40 周年打上：青木

メネット委員会（大村委員長）

■報告：【12 月活動報告】・12/01（土） 富士山部 部大会に
参加 大村 M・12/08（土） 農園収穫作業及び販売活動に協
力 大村 M・11/18（火） 役員会出席 大村 M 【01 月スケ
ジュール】・農園作業に協力・合同新年例会に参加・折り紙の
進捗状況の情報収集・メネット料理教室を開催
■議題：メネット企画の料理教室開催について 1/26（土）or
2/3（日）で調整 参加費は 2,000 円 農園野菜の提供をお願
いしたい。他クラブの参加の可否を検討。（可であれば新年合
同例会で広報）
▶ 1/26（土）で確定

40 周年実行委員会（岡田委員長）
■報告：18 日打上を実施
を行います。

ジャンパー他精算終了後、決算報告

絵画コンクール実行委員会（青木委員長）
■議題：委員会開催予定調整 01/08（火）、11（金）、12（土）、
15（火）、16（水）、21（月）、22（火）、23（水）、24（木）
時間は 19:00 を予定・場所は未定（大村様宅 16, 21 は×）
▶ 1/22 19:00 ～ 大村様邸にて開催

活動予定

■ 01/10（水）熱海 YMCA2019 年理事運営委員会並びに新年懇
親会 稲田精治様 旭日双光章 叙勲祝賀会 藤田会長・鈴木
■ 01/17（木）沼津・三島・御殿場 3 クラブ合同例会＠東山荘
■ 01/27（日）富士山部第二回役員会・評議会

協議事項（藤田会長 / 相川書記）

■議題：富士山部 第二回評議会への出欠確認（1/27（日））
▶出席義務者 藤田・日吉・石川・相川・青木
■議題：次期会長選出の件 （役員会前の選考委員会報告）
▶石川 B 副会長を選出

会計（青木会計）

■報告：1 月は会費集金月です。よろしくお願いします。

CS・BF 委員会（岡田委員長）

■報告：先月まで。12 月の例会時に更新 プルタブ：累計 2,540g
（藤田 1,320g, 渡邉 585g, 岡田 220g, 岩田 178g, 大隅 237g ）
古切手：累計 247g（藤田 143g, 大隅 104g,)

農園委員会（大村委員長）

■報告：12/08（土）15:00 ～ 大根・人参・キャベツ・ブロッ
コリの収穫作業 希望者に販売（ファンド資金）藤田会長・鈴
木・渡邉・大村・大村 M 及び御殿場クラブ前原ワイズ他 5 名
の参加

三島ワイズメンズクラブ 2019 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。

在籍者

13名 メネット

1名 スマイル累計

出席者

9名 ゲスト

0名 プルタブ

出席率

69％ ビジター

メーキャップ
修正出席率

3名 総出席数

0名 プルタブ累計
10名 古切手

92％ スマイル 10,000円 古切手累計

81,850円
0g
2,540g
0g
247g

大村俊之ワイズの農園作業だより No.6

松韻 別邸せせらぎ亭
に終了して、待ちに待った忘年会＆ 40 周年打ち上げ会を
始めました。出てくるお料理はどれも美味しくて、お酒を
飲む間も惜しいくらいでした。呑兵衛の私としては安酒を
浴びるように飲んで、歌でも唄ってという打ち上げを想像
していたので驚きでしたが、いやいや、たまには高尚な忘
年会も三島ワイズらしいなぁと思い美味しいお料理を堪能
いたしました。
二次会には会長をはじめ有志が集い、おなじみのエスプ
ランサーでワイズ談議に花を咲かせました。

思い出のクリスマス～ 70 年前のクリスマス会
メネット

大村 知子

私は当時、実家の町内（沼津市大岡下石田）にあった教
会の日曜学校（現在の沼津 YMCA）へ毎週、小学生の姉に
手を引かれて通っていました。
1948 年 12 月の初め、青木牧師先生（沼津ワイズメン
ズクラブ亡き青木栄実ワイズのお父上様）は、5 歳になっ
たばかりで最年少の生徒だった私にクリスマス会で「開会
のことば」の大役を指名されたのです。今でもその開会の
ことばを覚えています。
『メリー・メリークリスマス．イエスさまはずーっとむ
かしのこんや、うまごやのなかでおうまれになりました。
イエスさまはいつもわたくしたちをおもりくださいます。
いまもおまもりくださっています。メリー・メリー、クリ
スマス！』と、後期高齢者になってもすらすらと言えるの
です。
当時「しげみお兄さん」と呼んでいた今は亡き青木栄実
ワイズが詰襟の学生服姿のサンタさんだったこと、ハモン
ドオルガンに合わせて「聖しこの夜」や「諸人こぞりて」
などを皆で唄ったことなど、あの日のことを毎年クリスマ
スが近づくと懐かしく思い出します。クリスマスまでの半
月余の間、お辞儀のしかた、教会中の皆を見て話すこと、
語尾まではっきり言うことなどを家の座敷の床柱の前に
立って、中の間、仏間、茶の間のその向こう側で聞いてく
れる母に向かって大きな声で毎日繰り返し練習して迎えた
大勢の人前でのデビューでした。この経験がその後の私に
とって、色々な場面での挨拶や講演、大学での講義、国内
外での研究発表など、人々の前で話をする原点になったと
いえます。牧師さまからの感謝しきれないほどありがたい
貴重な「生きる力」のクリスマスプレゼントだったのです。
ワイズメネットとしても 52 回目を迎えたクリスマスでし
たが、これまでのどのクリスマスパーティーよりも、今な
お 70 年前のこの会が最も忘れられないクリスマス会です。

・12 月 8 日（土）15 時～ 16 時 30 分 御殿場クラブの野菜ファン
ド協力者に収穫を呼び掛けたところ前原ワイズ他 8 名の参加があ
り、三島クラブの藤田会長、鈴木ワイズ、渡邉ワイズ、大村と大村
メネットとで、大根、人参、キャベツ、ブロッコリーと白菜の収穫
作業をしてファンド積み立てに向けて頑張りました。御殿場クラブ
の皆さんは夕暮れを前に、沢山の収穫に笑顔で帰られました。東山
荘様が大量に購入しご協力下さいました。そして、御殿場クラブの
例会などで三島ワイズ農園の野菜を披露してくださったとのこと
でした。
・12 月 26 日（水）13 時～ 15 時 30 分 ファンド野菜の収穫を実
施しました。農園に行ってみると予想より白菜が少なく、外部の
予約数を優先する事にして、作業に参加した三島クラブメンバー 5
人には申し訳ないことに白菜はほとんど行き渡りませんでした。大
根、キャベツ、ブロッコリー、人参はいずれも販売数の収穫をしま
した。その間、御殿場の参加者を待っていたが来なかったので渡邉
ワイズが連絡をしたところ、欲しいけれど車の用意が出ないとのこ
とだったため、藤田会長が東山荘と御殿場クラブメンバーへ届けて
くれるということになりました。皆、収穫作業でかなり腰の負担が
きつかったうえに重い野菜を持って何回も畑を上り重労働の繰り
返しでした。参加者の皆さん本当にお疲れ様でした。それぞれ野菜
お買い上げ協力者に当日中に配達するので、写真撮影の余裕もない
ままに流れ解散しました。今回の出席者は、青木ワイズ、岩田ワ
イズ、藤田ワイズ、渡邉ワイズ、大村と大村メネットのメンバー 5
名＋メネット１名でした。 なお、藤田会長は協力者の事情で午前
中にも収穫して、予約の方への配達・集金をしてから再度収穫に参
加、その後東山荘へ配達というフル回転のご奉仕でした。深謝 ?
・12 月 2 ７日（木） 大村が見晴学園の職員を誘って、大根とキャ
ベツを数個ずつ収穫（役員会にて事案承認済）し、9 月の草取りと
施肥作業に協力してくれたお礼として提供しました。
・メンバーにメールにて「27 日以降年内、未熟の白菜は残して随
時収穫し、その実績を農園委員会会計の渡邉近子ワイズに報告（支
払いは後日に）してください」と発信し，平成 30 年の農園委員会
公式作業は終了しました。1 月の作業は、畑の見回りをしてブロッ
コリーや人参などの様子によって案内します。雑草だけは大変元気
なので草取りも必要になると思います。

クマちゃん先生のYMCA教室

「ワイズと YMCA の協働って
何ができるのかな」
No.6
YMCAとワイズの働きの事例⑤神戸YMCA編
神戸YMCAには約20の施設がありますが、拠点としては
センター、会館、幼稚園、保育園、キャンプ場などです。
日本で4番目、1886年に開設されました。神戸YMCAは
西日本区の六甲部と密切な関係を継続しています。
各YMCAの働きを、各ワイズが特長を生かして支えたり
全体で協働して共に活動しています。とりわけ、余島キャ
ンプをはじめとして、多くのユースを支えています。

西神戸 YMCA
東日本区担当主事・西日本区連絡主事

光永 尚生

「年頭にあたって」

本 YMCA 同盟会長、日本 YMCA 同盟総主事を初め多くの
YMCA 関係の方々、そして富士五湖クラブ、富士山部部長、
会長 藤田 小夜子
御殿場クラブのワイズメン達と私、総勢 95 名の参加者が
一同に席に着いたところで我が光永ワイズ（東山荘副所長）
三島ワイズメンズクラブの皆様おめでとうございます。
の司会で感謝会がはじまりました。出席者一人一人の紹介
平成年度最後の年明けが穏やかな一年で有りますよう
があり、初めて参加した私の時には、会場の料理の中に使
に。
われている三島クラブ西麓野菜の紹介までしていただいて
新しい年号で始まる今年が皆様にとって良い年になりま
感謝でした。そして、東山荘の料理長（御殿場クラブメン
すように。
バー）さんも料理の紹介の時に「美味しい三島クラブの野
菜です」と宣伝をしていただき大変ありがたかったです。
お陰様で 42 期目も前半期で事業計画の殆どを消化して、
誘っていただいて良い会に恵まれました。
残す事業も少なくなってきました。そんな時こそ、地域へ
来賓の祝辞、楽しいコンサートとプログラムは進み、お
の三島ワイズメンズクラブの PR に力を入れてゆきたいと
いしいお酒と美味しい料理、楽しい仲間との語らいも瞬く
思います。
間に時が過ぎ、次回の再会を約束して、名残りを惜しみな
2 月 11 日（月）の建国記念日の奉祝パレード、5 月の
がら帰路に着きました。
恵明学園の不二見地蔵尊まつりの参加、農園事業、新しく
改めて、YMCA 東山荘を中心とした御殿場クラブの恵
始めてゆく「絵画コンクール」等々。何をするにも準備と
まれた環境を羨ましく思いました。
下働きは必要不可欠です。苦労、面倒と思わずに楽しみな
がら参加したいと思います。それが三島ワイズメンズクラ
ブの PR につながれば、今年度の私の主題『まずは参加！
そして継続～更なる躍進』は達成できると思っています。
そして、年度末にはメンバー全員が達成感に浸ることがで
きるような、楽しい年にしたいですね。

YMCA 国際青少年センター東山荘 本館

恵明学園でのクリスマス例会

1 月役員会および忘年会・40 周年打ち上げ会
B 副会長

石川 敏也

今年も 1 月役員会は、12 月 18 日（火）に忘年会を兼
ねて行われました。また、40 周年実行委員会の打ち上げ
が各メンバーのスケジュールの都合で延び延びになってい
会長 藤田 小夜子
たので、この機に一緒に行うこととなりました。更に役員
12 月 14 日（金）、午後から降り出した冷たい小雨の中、 会の前には次期会長選考会を行うなど、忙しい一日となり
15 時半に御殿場へと出発しました。先日の 8 日（土）、三 ました。
会場は、例会場としてもお世話になっている「松韻」を
島クラブのワイズ農園に、御殿場クラブのメンバーが大勢
予定していたのですが、
三島クラブのメンバーでもある「松
来てくれて農園野菜の収穫とファンドに協力していただい
韻」の大隅ワイズの配慮により、さらにゴージャスで気品
た時に、御殿場クラブの 12 月例会と東山荘の感謝会のお
誘いを受けたので、またしても御殿場クラブの例会に参加 あふれる「松韻 別邸せせらぎ亭」に席を用意いただけま
した。因みに「松韻 別邸せせらぎ亭」は、庭園内を富士
させていただきました。
この日は、東山荘の感謝会という事もあり、御殿場クラ の湧水がせせらいでいるところから『せせらぎ亭』と名付
ブ、富士五湖クラブの持ち寄られたバザーの品物が所狭し けたとのこと、お庭には、天然記念物の三島梅花藻や鯉・
と並べられていて、例会場もごった返し。賑やかなうちに 沢がに・めだかなどがいて、顔合せ・結納・長寿のお祝・
例会が始まり、若林会長は体調を崩されて帰宅されました ご接待・ご法要などの集まりには四季折々の彩り豊かなお
が、副会長の点鐘、挨拶と続き、私にも挨拶の機会をくだ 料理を囲み語らい、歓送迎会・忘新年会などの会食では時
さったので、先日のファンドのお礼と来期からの「絵画コ を忘れ旧知のお仲間と盛り上がることができるという素晴
らしい料亭です。ワイズのメンバーには個人的にもご利用
ンクール」への取り組みの話をさせていただきました。
閉会後、もう一度バザーに参加して、1 階の食堂で沼 いただきたいとのことですので、ぜひ皆さまご検討くださ
津の長谷川、小林ワイズと休憩した後、東山荘に関係し い。
さて、役員会ですが、後の忘年会が待ちきれなくて早々
東山荘を支えていただいている御殿場の名士の方々、日

御殿場クラブ 12 月例会に参加して

