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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 「光の子として歩みなさい。
」 エフェソの信徒への手紙 5章8節

光の子として歩みなさいと、聖書は語っています。
「光の
子」というのは、親である「光」から生まれた「子」という意味ですが、
「光の子」は「光」です。
「歩みなさい」と訳されている言葉は原文では「歩き回る」こ
とを意味しています。うろうろ歩き回って、自分の「光」の使い方を知り、自分が「光」であることを身につけていくという意味です。

2019年3月例会 ： 3月19日（火） 18:30～ 松 韻（三島市中田町1-16 Tel.055-973-2678）
受 付：日吉 和代 Y's ／司 会：石川 敏也 Y's

Happy Birthday >>>>

3/ 5 長澤
3/18 青木 M

Happy Anniversary >>

3/18 岡田夫妻

2 月 TOF 例会報告
親睦委員長

日吉 和代

2 月例会は TOF（断食）例会であり、熱海クラブの越村
ワイズをはじめ、大村、相川、長澤メネットをゲストに迎
え、92％の出席率（修正出席率は 100％）で大村邸にて
行われました。
大村邸のキッチンをお借りして女性会員の藤田会長、渡
邉、大隅、日吉と大村、相川メネットがお手伝いをしてく
ださり夕食の「おぼろ寿司」「煮物」「みそ汁」「漬物」と、
ささやかではありますが真心のこもった食事を用意するこ
とができました。
例会は定刻に始まり、用意できた「おぼろ寿司」を頬張
りながら和やかにミーティングが始まりました。今回の例
会は、卓話ではなく会員皆での「ワイワイ談義」と題して
フリートーキング。三島クラブの今後について、新役員の
選出なども含め有意義な例会でした。
私事ですが、病気で倒れ入院、手術と例会を 6 ヶ月も休
んだ後での、久しぶりの例会に出席できて、本当にうれし
かったです。

◆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
親睦委員会
◆食前の感謝
青木 利治 Y's
◆会
食
「ジェンダーバイアスと LGBT」
◆卓
話
～ピンクシャツデーに関連して
静岡大学名誉教授 大村 知子
◆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
大村 俊之 Y's
◆閉会点鐘
会長 藤田 小夜子 Y's

建国記念日奉祝パレードに参加して
会長

藤田 小夜子

ワイズと YMCA との在り方を今一度考える時期に入っ
ていると感じます。ワイズと YMCA は協働で新たな活動
を起こす取組みが必要かもしれません。それが、会員増強
につながると私は期待したいと思います。
「次期事業主任の方針・ディスカッション」で 4 人の次
期事業主任から方針を聞くことができ、質疑応答がありま
した。なかなか面白い質疑応答であったと思います。ユー
ス事業の具体的な活動を知らないクラブが多い問題。クリ
スチャリティーの問題。5 人でも新クラブができる問題。
使用済み切手を送る運賃との費用対効果の問題。今までの
CS 活動の見直しをして推奨・奨励する方法など種々の問
題。フェイスブックの活用問題。これら具体的な内容につ
いては後日報告したいと思います。

平成 31 年 2 月 11 日（月）
、紀元祭 建国記念の日とい
うことで、どんよりとした寒空の下 10 時過ぎ、三嶋大社
の本殿を参列者全員で参拝をし、10 時 30 分から会館（社
務所大広間）にて奉祝式典が行われた。
三島クラブからは岩田ワイズと私の 2 名だけだった（岡
田ワイズは副議長としての出席なので）。前年度に参加を
決めたことで三島クラブとしては初めての事であり、12
月 22 日（土）の奉祝役員会にも出席して、1 月例会では
メンバーに声掛けをして、私としては “ ワイズの PR のため ”
にと、ワイズジャンバーを着て万全を期したつもりだった
けれど、当日は夫々の事情もあり 2 名の参加だった。
式典は開会の辞から始まり、国歌斉唱、紀元節斉唱、会
長式辞と粛々と進み、国旗のある自由画コンクール表彰式
では可愛い幼稚園児が表彰されて、微笑ましい空気に包ま
れるひと時もあった。来賓の挨拶や大会決議、参加者全員
での聖寿万歳、閉会の辞まで要した時間は約 30 分。
その後、場所を宝物館前に移動して参加者全員が奉祝パ
レード順列表に沿って、時間は 20 分近く遅れて第 1 ～第
5 梯団に入って、いよいよ大社から水上通りを北上し、白
滝公園を左折、そして本町交差点を左折して三島大社まで、
国旗、プラカード、横断幕、小国旗等々に囲まれてパレー
ド。平成の天皇陛下 30 年の在位日数も残り少なくなった
今、高齢にもかかわらず日本国中の被災地、被災者を見舞っ
て下さったことに感謝をし、新しい元号の天皇の安穏安寧
DBC 委員会主催：京都×三島クラブ温泉交流会
な世であることをも願って、パレードに参加しました。
ここで忘れてならないのは、参加の一番の目的。参加し
IBC・DBC 委員長 鈴木 忠雄
た方々と挨拶を交わした時、ジャンバーについて聞かれた
ので、しっかり「三島ワイズメンズクラブ」の PR をさせ
2 月 9 日（土）～ 10 日（日）の 2 日間、DBC 京都ク
ていただきました。
ラブと念願の温泉交流会を、伊豆の玄関口といわれる伊豆
長岡温泉・KKR 伊豆長岡 千歳荘にて開催した。京都クラ
ブの参加者は相原会長、金澤 Y's、新井 Y's、大田 Y's、佐々
東日本区次期会長・部役員研修会報告
木 Y's、西村 Y's の 6 名。三島クラブとは付き合いの長い
～会員減少に危機感
柴田 Y's は体調不良、杉本 Y's は親類の結婚式で参加でき
会計 青木 利治
ませんでした。そして前回ご協力いただいた三井 Y's は前
日にインフルエンザ発症のため突然のキャンセル。誠に
私は、3 月 9 日（土）午前 10 時 30 分の東日本区の次
残念でした。三島クラブは藤田会長、相川 Y's、青木 Y's、
期会長・部役員研修会に参加しました。場所は国立オリン
石川 Y's、岩田 Y's、大村夫妻、日吉 Y's、光永 Y's、渡邉
ピック青少年総合センターであります。たまたま、御殿場
Y's、鈴木 Y's の日帰りも含めて 11 名の参加。総メンバー
クラブの次期会長である高橋さんたち 3 人と小田急線の電
数を考えると本当に皆さんご協力いただき感謝感謝です。
車内で会い、会場まで一緒に行きました。
15 時集合であったが、その前に京都クラブは既に到着。
研修はいつも通りのセレモニーと宮内理事の挨拶から
部屋割りをして宴会までの間、観光や温泉を楽しんでいた
始まりました。①東日本区の現況②アジア太平洋エリア・
だいた。宴席では各会長の挨拶、各交流担当の金澤 Y's と
国際の現況③山田次期理事（十勝クラブ）の方針発表④
鈴木 Y's および石川 Y's が挨拶をした。それぞれのお土産
YMCA 理解と支援報告⑤ワイズ・YMCA パートナーシップ
交換もして、美味しい千歳荘のお料理とお酒を堪能して大
などの報告がありました。基調講演は西日本区の森田恵三
いに盛り上がりました。
さんが会員増強の必要性を話し、会員を増やす提案など増
強のためにはメンバー全員の意識を高めなければならない
と説かれました。それに基づきパネルディスカッションが
行われました。その中で、YMCA・ユースボランティア会
員の親や子息などに働きかける提案がありました。高齢化
して若者の入会が少ない現状を真剣に見直すためには魅力
あるクラブが求められているなど、真剣な話がありました。
今、東日本区の全クラブにアンケートをとっていること
を知りました。そのアンケートを基に、これからのワイズ
活動に活かすよう結果の公表をするそうです。これから「ワ
イズ国際協会が誕生して 100 年の 2022 年までに東日本
区発足当時の 1246 名に戻すキャンペーン」を始めます。
現在会員 886 名であります。会員増強に向けて危機感が
みなぎった研修でした。

そして、まだまだ夜は始まったとばかりに千歳荘のカラ
オケルームに突入。つまみは質素な渇きものしか用意でき
ませんでしたが、お酒は豊富にあり、なにより久しぶりに
会った両クラブのメンバーは、最近のワイズについて、ク
ラブ運営について話は尽きませんでした。カラオケルーム
には卓球台もあり、すっかり昭和の温泉って感じで、京都
のメンバーには田舎の気軽な温泉を楽しんでいただけたの
ではないでしょうか。
翌 10 日は、京都クラブのリクエストもあり沼津の魚市
場にある双葉寿司での昼食。伊豆長岡からだとあまり時間
もかからないため、意外と県外の方に有名な柿田川の湧水
を見に行くこととなりました。そして、昼食後は三島に戻っ
てワイズ農園にて野菜を収穫してもらいました。皆さん、
大変喜んでくれて帰路につきました。
来期は京都でお待ちしておりますとのこと、今回同様ぜ
ひ多数のメンバーに参加いただきたいと思います。皆様ご
協力ありがとうございました。

大村俊之ワイズの農園作業だより No.8
緊急の呼びかけでしたが 24 日（日）14 時からワイ
ズ農園の撤収作業を藤田会長、岩田、長澤、大村、大村
メネットで完了しました。残っていた野菜はいずれも僅
かで人参、キャベツ、大根とブロッコリー数株だけでし
たが、根や株の片付けと大きな雑草の採りかたずけをし
現在の農園での作業が 15 時には完了しました。遅れて
駆け付けてくれた渡邉ワイズとの 6 名で、隣の畑の宮澤
さんが耕作中だったので挨拶も出来ました。現在の畑と
お別れの写真撮影して今期の農園事業を終了しました。
今期はファンドにも寄与し、CS 活動に貢献でき、メン
バーの協力に感謝します。
宮澤先生にも作業終了のご報告をしました。『後は耕
運してお返しさせていただきます』とのお返事がありま
した。
※ 3 月の作業記録は議事録を参照ください。

2 月 17 日：御殿場クラブとの共同農園作業

2 月 24 日：農園撤収作業を終えて

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.8
3月卓話 大村 知子（学術博士・静岡大学名誉教授）
プロフィールの概略

元静岡大学副学長（男女共同参画・学生生活担当、ハラスメン
ト防止対策委員長）。
沼津東高卒、お茶の水女子大学大学院修了、日大短大部助教
授を経て静岡大学教育学部教授。専門は被服学（被服構成学）
・
人間工学で、着装の科学、衣生活論、家庭科概説など多数の著書
がある。日本家政学会功労賞を受賞。
現在、静岡県男女共同参画センター図書室アドバイザー、障
害者授産製品コンクール審査委員長や三島市の情報公開審査
委員、教育委員会事務管理等点検・評価委員や清水町男女共同
参画委員会委員長などを務め、講演や現職教員研修なども行っ
ている。これまで、研究・教育活動の他にも文部科学省の大学設
置・学校法人審議専門委員や静岡県の人権会議委員、公文書開
示審査会委員や静岡市と三島市の男女共同参画審議会長など
多様な社会的活動もしている。

全国のYMCAとワイズの協働を考える
ワイズメンズクラブとYMCAの協働は何でしょう
か。私たちが持っているロースターの2018-19年度版
のグリーンのページはご覧いただいたことがあります
か？
比較的、前の方の18-19ページに「YMCAとワイズ
メンズクラブ国際協会で結ばれた協力関係の原則」
が、英文と日本語で書かれています。一度、読まれて
みませんか。
次回、少し内容に触れます。2011年4月1日、東日
本大震災発生直後の協働の際に、改めて結ばれたこと
が感慨深いですね。
東日本区担当主事・西日本区連絡主事

光永 尚生

TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

2019 年 3 月 第 9 回 役員会議事録
日
時：2019 年 3 月 5 日（火）19:00 〜 21:30
場
所：大村 俊之 Y's 邸
出 席 数：10 名 中 7 名（ 藤 田 会 長 〇 / 日 吉 A 副 会 長・ 親
睦● / 石川 B 副会長・会報広報● / 相川書記〇 / 長澤副
書記● / 青木会計〇 / 岡田 CS・BF 〇 / 大村農園・EMC・
YMCA 〇 / 渡邉プロドラ〇 / 鈴木 IBC・DBC 〇）＋光永親
睦福・大村メネット 計 9 名
活動報告
■ 02/05（火）役員会 （藤田会長・渡邉・日吉・相川・青木・岡田・
鈴木・大村・長澤・光永 10 名）
■ 02/09（土）-02/10（日）DBC：京都・三島温泉交流会＠伊
豆長岡 KKR 千歳荘 三島メンバー 10 名・メネット 1 名 京
都 6 名 （藤田会長・鈴木委員長・相川・青木・石川・岩田・大村・
日吉・光永・渡邉・大村 M） 2/10 柿田川湧水案内 三島メ
ンバー 4 名（藤田会長・鈴木委員長・青木・石川） 京都クラ
ブ野菜収穫土産（藤田会長・鈴木委員長）
■ 02/11（月）建国記念日奉祝パレード 藤田会長・岩田
■ 02/13（水）農園：野菜収穫ファンド・片付け 藤田会長・大
村委員長・青木・大村 M メンバー 3 名・メネット 1 名
■ 02/16（土）三島のびっこクラブと野菜収穫
藤田会長・先生 2 名・こども 5 名 メンバー 1 名
■ 02/17（日）農園：野菜収穫ファンド・片付け 藤田会長・大
村委員長・岩田・鈴木・大村 M メンバー 4 名・メネット 1
名 御殿場クラブ 4 名・他 3 名 三島子どもの森食堂、熱海
子ども食堂へファンドした野菜を寄贈 藤田会長
■ 02/18（月）市民すこやかふれあいまつり実行委員会反省会
岡田 1 名
■ 02/19（火）三島クラブ TOF 例会＠大村俊之様邸 三島クラ
ブ出席者 13 名中 12 名 出席 92% メネット 3 名（大村・長
澤・相川） ビジター 1 名（熱海クラブ 越村ワイズ） メー
キャップ 1 名（光永）
・修正出席率 100％ SMILE 他（11,052
円） プルタブ（1,680g 藤田会長・70g 岩田）
■ 02/20（水）農園：野菜収穫ファンド・草取り・片付け
藤田会長・渡邉 2 名
■ 02/22（金）徳倉小学校へペットボトルキャップ寄贈 13,000
個 藤田会長
■ 02/24（日）農園：草取り・片付け 藤田会長・大村委員長・青木・
岩田・長澤・渡邉・大村 M メンバー 6 名・メネット 1 名
■ 02/28（木）絵画：教育委員会訪問
藤田会長・青木委員長・岡田

活動予定

■ 03/05（火）3 月度役員会＠大村様邸
■ 03/09（土）-03/10（日）次期クラブ会長・部役員研修会＠国
立オリンピック記念青少年総合センター 参加予定者 青木
（3/9 のみ）
■ 03/19（火）三島クラブ 3 月例会
■ 03/21（木）富士山部エクステンション委員会＠熱海 YMCA
藤田会長・青木
■ 03/29（金）だがしや楽校第一回全体会＠本町タワー
藤田会長・岩田次期 CS 委員長
■ 04/02（火）絵画：校長会にて絵画コンクール PR 予定
藤田会長・青木委員長・岡田
■ 04/02（火）4 月度役員会

協議事項（藤田会長 / 相川書記）

強い義務感を持とう 義務はすべての権利に従う

▶藤田会長・青木会計出席予定

会計（青木会計）

■報告：4 月例会にて会費集金します。東日本区／富士山部への
後期納付金などを 2/15 までに振込完了しました

CS・BF 委員会（岡田委員長）

■報告：だがしや楽校第一回全体会＠本町タワー
～ 実施日は 8/25 で計画も、確定ではない

3/29

19:00

農園委員会（大村委員長）

■報告：02/11（月）京都クラブお土産に野菜提供 藤田会長・
鈴木 02/13（水）14:00-16:00 農園撤収に向けての作業
人参・ブロッコリーなど整理 藤田会長・大村委員長・青
木・鈴木・大村 M メンバー 4 名・メネット 1 名 02/17（日）
10:00-11:30 野菜の収穫と農園撤収に向けての作業 キャベ
ツ・人参・ブロッコリー・大根収穫（一部 TOF 食材へ）ブロッ
コリーやキャベツ株の始末 藤田会長・大村委員長・岩田・鈴
木・大村 M メンバー 4 名・メネット 1 名 御殿場クラブ 7
名（前原・若林・若林 P・若林コメ 2・杉山・金原） 02/20（水）
収穫作業 藤田会長・渡邉 2 名 02/24（日）最終農園撤収作
業 09:00-10:00 青木、14:00-15:30 藤田会長・大村委員長・
岩田・長澤・渡邉・大村 M メンバー 6 名・メネット 1 名
■予定：除草・耕運のお礼と最終の確認見回り 地主には報告済
み、9 月までに新しい農園を用意する予定

EMC・YMCA 委員会（大村委員長）

■報告：知人を勧誘したが、会費の点で無理とのことだった。今
のところ今後の予定はなし。
■議題：例会への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：京都クラブとの温泉交流会実施 お礼のメールを頂いて
おります。
■議題：西日本区大会にて交流▶今後検討していく

プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
■議題：3 月プログラム検討▶承認

親睦委員会（日吉委員長）

■報告：京都クラブとの DBC の際に親睦の機会となった。
■予定：3 月の例会後に親睦会のご案内をさせて頂きます。
例会後に任意ですが参加を募ります。例会案内時にメンバーの
皆様にお知らせください。会場については役員会で相談しま
す。懇親会 2 ヶ月に一度程度計画したいと思います。（計画提
案予定）
■議題：東日本区大会などでの親睦に関して▶検討

会報・広報委員会（石川委員長）

■議題：ブリテン原稿依頼の件▶連載記事 YMCA：光永 連載
記事農園：大村（今後の対応は？） 例会報告：日吉 DBC 京
都交流会：鈴木 建国記念日奉祝パレード：会長 次期会長・
部役員研修会：青木

メネット委員会（大村委員長）

■報告：02/19（火）TOF 例会の食事作り 大村 M・相川 M（ウ
イメンとの協働） TOF 例会参加 大村 M・長澤 M・相川 M
02/13（水）・02/17（日）・02/24（日） 農園作業参加 大
村M
■予定：平和折り鶴を 3 月例会時に回収 平和折り鶴を色別に
整理して仙台へ送付
■議題：平和折り鶴送料負担の件▶本会計より拠出で承認

絵画コンクール実行委員会（青木委員長）

■報告：東日本区大会登録の件 書記より登録済み（詳細は別添 ■報告：絵画コンクール開催の件 4 ／ 2 校長会にて PR（藤田会長・
青木委員長・岡田）
参照・光永は参加しますが、個別登録です）（藤田会長・青木・
石川・大村・大村 M・鈴木・日吉・渡邉・岩田・光永 メンバー
9 名・メネット 1 名） 一括登録分費用については、会計より
振り込み（本日集金します）
■報告：第 28 回アジア太平洋地域大会登録の件 各自個別登録
現状 藤田会長・青木・岩田・光永 参加予定
■議題：東日本区大会参加者補助の件▶なし
■議題：次期三島クラブ役員・委員会構成承認の件（別添資料）
▶承認。総会については主題等策定後開催予定
■議題：富士山部エクステンション委員会開催の件（3/21 熱海
在籍者
13名 メネット
3名 スマイル累計 101,402円
YMCA）
出席者
12名 ゲスト
0名 プルタブ
1,750g

三島ワイズメンズクラブ 2019 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。

出席率
メーキャップ

92％ ビジター
1名 総出席数

1名 プルタブ累計
16名 古切手

修正出席率 100％ スマイル 11,052円 古切手累計

4,290g
0g
247g

