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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 「てんのしたにある すべてのものは わたしのものだ」 ヨブ記41章3節 私たちは、地震や大雨などの体験によっ
て人間の力をはるかに越えるものがあることを知っています。自然の様々な営みはとても大きな力があり、人間の手には余ってしまうものです。そ
れをも包んでいるのが神様である、と聖書は告げています。途方もない程の大きな力に小さな私たちは包まれながら毎日を暮らしているのです。

2019年5月例会 ： 5月21日（火） 18:30〜 松 韻（三島市中田町1-16 Tel.055-973-2678）
受 付：石川 敏也 Y's ／司 会：鈴木 忠雄 Y's

Happy Birthday >>>>

該当者なし

Happy Anniversary >>

5/11 大村夫妻
5/15 渡邉夫妻

◆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
◆誕生日・結婚記念日祝
親睦委員会
◆食前の感謝
岡田 美喜子 Y's
◆会
食
「みんなで楽しく語ろう！」
◆ワイワイ談義
書記 相川 毅 Y's
◆書記報告
各委員会担当
◆委員会報告
◆スマイル・出席率報告 親睦・プロドラ委員会
大村 俊之 Y's
◆閉会の言葉
会長 藤田 小夜子 Y's
◆閉会点鐘
★懇親会

4 月例会報告
親睦副委員長

光永 尚生

今月は卓話として紙芝居を堪能しました。
三島クラブは、地元で活動される方たちに例会においで
いただき、学びの中から、何か新しいヒントを頂くような
機会を大切にしています。今回も、地元に伝わる昔話を興
味深い語り口で聞かせて頂く機会となりました。3 作を時
間を忘れて聞き入りました。おもわす、水飴を食べながら
聞きたいなあと想っていたら、ちやーんと甘いお菓子が準
備されていました。心憎い演出に思わずニッコリ。昔も今
も、何かに熱中出来ることは素晴らしいですし、それを演
出する仕掛けも、また大切だと感じました。
私たちの三島クラブは、EMC を頑張り、毎年会員を迎
えることが出来ています。例会の充実と会員同士の繋がり
と関わり方が、継続、つまりメンバーシップリテンシヨン
の大切な要素だと想います。そこで、偶数月には、例会後
に懇親会を企画して参加者を募ります。私は飲んべえとい
われていますが、3 月はイチゴスウィーツを食べる会に 7
名も参加されましたように、いろいろな選択肢を考えると
良いかなあと思いました。第 1、第 2 の例会と懇親会の企
画。これを 3 本の矢としてこれからも、三島クラブライフ
を堪能したいものです。
いつもお互いに感謝とリスペクトを忘れずに。

親睦委員会

TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

2019年5月 第11回 役員会議事録
日
時：2019年5月7日
（火）19:00〜21:30
場
所：大村 俊之Y's邸
出席数：10名中9名（藤田会長〇/日吉A副会長・親睦〇/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〇/大村農園・EMC・YMCA〇/渡邉プロドラ〇
/鈴木IBC・DBC〇）
＋大村メネット 計10名
活動報告
■04/02（火）絵画：教育委員会・校長会にて「絵画コンクール」の
依頼と説明 藤田会長・青木委員長・岡田 3名
■04/02（火）役員会（藤田会長・日吉・石川・相川・青木・岡田・大
村・鈴木・光永 メンバー 9名＋大村メネット）
■04/14（日）沼津クラブ日本語スピーチコンテンスト
青木・岩田 2名
■04/16（火）三島クラブ例会＠松韻 三島クラブ出席者13名中
12名出席92%（大村欠席） 卓話者（三島てづくり紙芝居の会：
山崎芳子様）
ゲスト1名（福田淑子様） 全出席者数14名 メー
キャップ1名（大村）
・修正出席率100％ SMILE（20,000） プル
タブ（日吉4.5kg） 古切手（日吉500g）
■04/25（木）だがしや楽校運営委員会
藤田会長・岡田委員長・岩田 3名
■04/27（土）川越クラブ20周年記念例会＠東武川越ホテル
鈴木 1名

活動予定
■05/05（日）恵明学園不二見地蔵尊祭り手伝い
藤田会長・岡田委員長・日吉・青木 4名
■05/07（火）5月度役員会＠大村様邸
■05/09（木）御殿場クラブ例会（光永出席予定）
■05/19（日）第三回富士山部役員会・評議会
次期クラブ役員研修会 ＠熱海YMCAセンター
■05/21（火）三島クラブ5月例会
（例会後暑気払いの親睦会を開催予定｜親睦委員会）
■05/30（木）CS:だがしや楽校全体会
■05/31（金）〜06/02（日） 東日本区大会

協議事項（藤田会長/相川書記）
■議題：富士山部第三回役員会・評議会の件 5/19
（土） 熱海
YMCAセンター 登録費500円 12:00-13:00 役員会
（出席義
務者 藤田会長） 13:15-14:30 評議会
（出席義務者 藤田会長
･日吉副会長･相川書記･青木会計） 5/10までに登録、
欠席者は
委任状が必要 議題がある場合は、登録時に一緒に送付しま
す。
▶藤田会長（○）
・石川副会長
（○）
・相川書記（×）
・青木会計（○）
■議題：富士山部次期クラブ役員研修会の件 5/19
（土）熱海
YMCAセンター 登録費500円 15:00-17:00
（参加予定者は、
次期事業主査（青木）
・次期会長を含むクラブ役員） 5/10まで
に参加者を報告（臼井富士山部次期書記宛）
▶出席者確認の上報告
■議題：次期会長方針・事業活動計画承認の件
（別添書類参照）
（本来はメールにて承認を取る予定でしたが、本日承認でお願
いします）
▶承認
■報告：今期事業報告及び会計報告提出の件 委員会会計報告は
5/21までにメールまたはファックス等で会計宛に提出お願い
します。事業報告は5/31までに書記宛に提出お願いします。
■報告：各委員会次期事業計画
（案）及び会計予算（案）について
は、5/25までに次期書記宛（相川）に送付願います。
（次期会計に
は、次期書記から報告します）
■報告：6/1 東日本区大会での、
三島クラブの親睦会の件を少し意
見交換したい。会場が公共性の高い場所のため、
夜の晩餐会・
フェローシップアワーなどでの会合、また、そのあとも含めて
考えたい。 18:30〜晩餐会 20:30〜フェローシップアワー
例会にて打ち合わせ

強い義務感を持とう 義務はすべての権利に従う

CS・BF委員会（岡田委員長）
■議題：見晴らし学園等のボランティア活動を検討。
▶6/9 or6/23で調整、
休憩を入れて2時間程度、
午前11時まで
に終了予定

農園委員会（大村委員長）
■報告：＜4月活動報告＞返還する畑の進捗状況の見回りをした。
4月末現在、除草後耕運により整地状態になされていることを
確認。＜5月のスケジュール＞宮澤氏に除草・耕運のお礼訪問予
定

EMC・YMCA委員会
（大村委員長）
■報告：特にメンバーからの活動情報はなし メンバーからEMC
活動をどうしているかについて聞き取りをしたいと思う
■議題：聞き取り方法
（話し合いの仕方）、情報交換のしかたに関
して
▶情報共有を。福田淑子様6月例会にも参加を依頼。

IBC・DBC委員会
（鈴木委員長）
■報告：なし

プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
■議題：5月プログラム検討
▶承認

親睦委員会（日吉委員長）
■報告：5月例会後の懇親会への参加をお願いします。
今回は、
アルコールを飲める場所でのご案内の予定です。20:30〜移動
20:45-22:00まで 会費2500円程度までを予定
■報告：結婚記念日 大村夫妻
（5/11）
・渡邉夫妻（5/15）

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・例会報告：光永・沼津クラブスピーチコ
ンテスト報告：岩田・旅行記：青木・恵明学園不二見地蔵尊祭
り手伝い：藤田・農園写真（現状写真＋コメント）
：大村・折り
紙（写真＋礼状抜粋掲載）
：大村M

メネット委員会（大村委員長）
■報告：＜4月の活動報告＞04/24 第三回東日本区ワイズメネッ
ト委員会出席＠四谷YMCA同盟 大村M 2019-20年度東日本
区ワイズメネット委員を澁谷次期委員長より依頼された。詳細
については役員会にて説明します。 06/01 第22回東日本区
ワイズメネットアワーで講話の講師を依頼された＜5月以降の
スケジュール＞06/14 第四回東日本区ワイズメネット委員会
＠四谷YMCA同盟 大村M

絵画コンクール実行委員会（青木委員長）
■報告：なし

会計（青木会計）
■報告：会計報告提出後の入支出金がありましたら、
随時報告を
お願いします。

三島ワイズメンズクラブ 2019 年 5 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

0名 スマイル累計

出席者

12名 ゲスト

2名 プルタブ

4,500g

出席率

92％ ビジター

0名 プルタブ累計

8,930g

メーキャップ

1名 総出席数

14名 古切手

修正出席率 100％ スマイル 20,000円 古切手累計

133,902円

500g
794g

すると共に、ブリテンの目的を理解し、クラブ歴史の記録
としてきっちりと対応ししてきた三島クラブ会報広報委員
会に携わったメンバー全てに厚く御礼申し上げます。

仙台青葉城クラブ加藤真子メネット 折鶴のお礼
メネット会

大村 知子

三島クラブの皆様に 3 月例会までにご協力をいただいた
千羽鶴を色別に仕分けして段ボール 1 個にまとめ、指定の
仙台 YMCA へ宅配便にて 3 月 24 日発送しました。
平成の最後の月末近く、アジア太平洋地域大会実行委員
会メネット委員長の加藤真子メネット（仙台青葉城クラブ
メネット）よりお礼状が届きましたのでご披露します。
『仙台の桜も葉桜となり、これから杜の都仙台は新緑が目
に美しい季節となっていきます。この度は第 28 回アジア
太平洋地域大会のメネットプログラムの一つであります
「平和七夕」で皆様をお迎えするにあたり、折鶴をお願い
していましたところ、東日本区はもちろん、中には西日本
区からも送っていただいております。芸術作品のように美
しく詰めていただき、バラスのがもったいないような箱詰
めもあり、心より感謝申し上げます。現在仙台 3 クラブの
メネットが集まり、また各自家に持ち帰りながら糸通しを
行っております。…中略…写真は YMCA の倉庫に保管さ
れて 2 日前に私の手元にやってきたものです。…中略…ど
れもお一人お一人の気持ちが伝わり、日々糸通しの励みに
なっております。感謝を込めて ･･･ ありがとうございまし
た』
三島クラブのメネット、メン、ウイメンそしてご家族の
ご奉仕の気持ちが仙台のメネットさん達に十分に伝わった
ことをご報告でき、プロジェクトに快くご協力いただいた
ことに感謝申し上げます。
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坂公民館裏の農園を返すことになり 2 月に最終撤収を
し、宮澤先生に報告した時に『後は耕運してお返しさせ
ていただきます』とのお返事を頂きました。3 月には除
草してありましたが、その後選挙もありどうなったか気
がかりでした。4 月末には写真（左）のように耕運もさ
れてすっかり整地されていることをメネットと息子とで
確認してきました。隣の畑が写真（右）のように青々と
しているのと比べて更地になった元ワイズ農園の姿にこ
れまでを思い出し少々複雑な気持ちでした。
5 月 11 日に宮澤正美先生のお宅に伺って、除草剤の
代金とお礼の粗品を添えて「ひとまず一区切り」のご挨
拶と引き続き今後のお願いを直接してきました。次期の
農園事業の支援についても快いお返事をいただきまし
た。
農園委員長として身体的に不十分ながら何とかメネッ
トと 2 人三脚で務め、皆様の協力により事業が進み、
CS 活動とファンドにも寄与できたことが何よりでした。
渡邉近子ワイズが野菜の売り上げ関係の会計を担当し、
複数で進めたことはファンドの透明性が維持できたと思
います。今期の農園事業はこれで終了しました。ご協力
ありがとうございました。

ࠢࡑߜ߾ࠎవ↢ߩ;/%#ᢎቶ

「ワイズと YMCA の協働って
No.10 何ができるのかな」
YMCAとワイズメンズクラブパートナーシップ委
員会を通して学ぶ〜ワイズの学び方②
瀬戸内国際芸術祭 2019 〜アートにふれる①
会計

青木 利治

5 月 14 日（火）から 16 日（金）まで、四国の高松に行っ
て来ました。
そこでは、第 4 回瀬戸内国際芸術祭が開催されていまし
て、今回は高松と直島と小豆島にて、いろいろなアート作
品を見ることができました。ほんの一部、急ぎ写真を掲載
します。アートによる人とのふれあいが楽しくて、それが
過去に、日本から世界から 100 万の人々を呼んでいます。
それを、私は実際に体験してきました。
この地域での経済効果は計り知れないものがあると思い
ます。また、この地域の人達の生き方が変わったと聞くこ
とができました。
※スペースの都合上、写真は
来月号に「アートにふれる②」
として掲載します。ご期待く
ださい。

去る、4月17日に、東京YMCAを会場として全国
26YMCAの臨時総主事会議が開催されました。この
会議では、前回お知らせした全国YMCAで推進されて
いるオールジャパンYMCAの事業領域化という課題に
取り組む具体的な内容の協議が行われました。全国
YMCAで展開する事業を4つの領域(ユース初期、ユー
ス中後期ミドル・シニア、募金などをベースに広く社
会の問題の解決に寄与する支援)に分類し、全国標準
の統計データ作成など、オールジャパンYMCAかせ、
更に「ONE YMCA」へと向かうブランディングの更
なる推進を目指していきます。
4月のYMCA・ワイズメンズクラブパートナーシッ
プ検討委員会の成果を受けて、6月の東日本区大会・
西日本区大会で東西YMCAの担当主事会、連絡主事会
などでも連携と協働に関して協議を行い全国運動とし
て歩みの確認をいたします。また、7月の仙台で開催
されるアジア・太平洋エリア大会への各YMCAからの
参加と、9月のアジア太平洋YMCA大会への参集も確
認が行われます。
三島クラブの皆さんもそれぞれの場で、「大きく咲
かれています」
東日本区担当主事・西日本区連絡主事

光永 尚生

恵明学園不二見地蔵尊祭りのお手伝いに参加して
会長

藤田 小夜子

5 月 5 日（日）こどもの日、新しい元号「令和」になっ
て初めての CS 活動として、恵明学園不二見地蔵尊祭りの
模擬店のお手伝いをしました。
私達ボランティアは朝 10 時集合。全体の最終打ち合わ
せと新園長の杉村先生の挨拶の後、11 時から開式、理事
長挨拶、来賓挨拶と続き、龍澤寺雲水さんの読経で来場者
一人づつ焼香が行われました。
その後、会場の皆に風船が渡され、記念セレモニーとし
て 5 月のさわやかな青空に色とりどりの風船を浮かべまし
た。その青空に向かって浮かぶ流れは見事でした。
12 時 15 分から模擬店開始。三島クラブは昨年に引き
続き「ミニたい焼き」ブース担当でした。今年の入場者
は超大型連休のせいか例年に比べて少な目ではありました
が、それでも最後の「ビンゴゲーム」は、老若男女、大い
に盛り上がりました。
その後はボランティアと職員の協働での後片付けで、子
どもの日の一日が快い疲れで終了しました。参加者の皆さ
んお疲れ様でした。三島クラブからは、岡田担当委員長を
はじめ、青木、日吉ワイズと私の 4 名でした。

沼津クラブ主催の日本語スピーチコンテスト
親睦委員

岩田 守央

先日、4 月 14 日 13 時より沼津のプラサヴェルデにお
いて沼津クラブの日本語スピーチコンテストが行われまし
た。
参加者は、日本語学校の生徒や留学生で、ベトナム・イ
ンドネシア・ネパール・スリランカ・中国などの１２名の
方々が、
『ふるさと』をテーマに、それぞれの国の故郷・
民族衣装について一生懸命に、スピーチをなさっていまし
た。ほとんどの人が来日間もない方々ですが、上手に自分
の思いを表現していたと思います。その中でも、来日 3 年

目の留学生が、自信を持って表現をしていましたので最優
秀賞となりました。

三島ワイズメンズクラブ ブリテン祝 500 号！
会報・広報副委員長

相川

毅

令和元年 5 月、令和時代最初の三島クラブブリテンは
1977 年 11 月のクラブ設立からからついに 500 号となり
ました。そこでブリテンの定義、目的、これからを再度考
えてみようと思います。
＜ロースターにはこう記載されています＞
「クラブブリテンは会報の機関誌であり、クラブ外への広
報誌であり、又クラブにとって一番大事な歴史としての記
録となるものですから、事実の記述を丁寧にし必ず発行し
てください。その内容は各クラブの自主性に任されますが、
基本的に次の事項は統一してください。
【必要掲載事項】国際会長主題・アジア太平洋地域会長主題・
東日本区理事主題・在籍会員数・例会出席者数・月間出席
者数・月間出席率（※一部変更ありまた、現在はメール等
での配信のため送付先等は異なる為割愛しております。）
やはり、それぞれのクラブには時代の変化を捉え、その
都度いろいろな行事を考え、実践してきた歴史があります。
クラブを良くするためにはどうしたら良いか、問題点の解
決も含め過去のブリテンにはいろいろなヒントが詰まって
いると思われます。
世界を見渡してみると、本来歴史というのは事実以外存
在しないはずですが、解釈や、勝手に歴史を修正してしま
う事が多々見受けられます。現代はネットという過去には
考えられなかった情報共有手段があり、過去の現実（歴史）
を素直に受け入れ、未来に生かすことが可能となっていま
す。
こういうきっかけがあるときに、史実として自分たちの
クラブを見直してみてはいかがでしょうか。国際会長を筆
頭に各トップの主題にも時代背景や人生観、歴史観、未来
への思いが凝縮されています。また、ブリテンの記事には、
クラブ運営にはバランスが大切である、新しい価値観に基
づきクラブのありようを考える、他の奉仕団体のと違いを
考えてみるなど、今でも役に立つ情報が数多く含まれてい
ます。
今を生きる我々には、499 号にも渡る三島ワイズメン
ズクラブの歴史＋活動＋考え方等の支えがあることを理解
し、これからもしっかりと三島クラブの歴史を刻んでいき
たいと思います。
今後、行事の報告等だけでなく、ワイズを通して実現し
たい夢や、努力なども未来へ残す大切な事であると言うこ
とをしっかりと考え、有意義な活動と共に、未来へつなが
るブリテン作りに励んで行ければと思います。
この長きに渡り、原稿の提供、編集、印刷、配布など協
力頂いた、三島クラブに所属した全てのメンバーや原稿等
を提供頂いた他クラブのメンバーや外部の協力者に感謝を

