2020年02月

第8回役員会議事録

日時 2020（令和2）年2月4日（火）
場所 大村 俊之様邸 三島市大宮町 2-13-6
出席者 石川会長・渡邉A副会長・日吉B副会長/プロドラ・
相川書記/会報広報・岩田CS委員長・藤田会計/農園・光永
DBC/親睦・青木絵画 義務者計8名 大村YMCA連・大村M
計10名 ／ 欠席 岡田EMC
＜活動報告＞
■01/07(火) 1月度役員会 9名（欠席：渡邉・光永）
■01/09(木) YMCA理事運営委員会＠熱海YMCAセンター
（18:00-18:30）大村 1名
■01/09(木) YMCA新年懇親会＠ジョナサン
（18:30-20:00）大村・鈴木 2名
■01/11(土) 東京YMCA在京ワイズ新年会 鈴木・光永 2名
■01/14(火) 農園：見晴学園野菜収穫・寄贈
藤田委員長・大村 2名
■01/14(火) 1月沼津・三島・御殿場合同新年例会
（富士山部長公式訪問）＠ウェルサンピア沼津
メンバー 9名（欠席：青木・渡邉・光永）
出席率75% メーキャップ3名 修正出席率100%
SMILE9,000円・切手85g, 福田500g
■01/17(金) メネット：料理教室用野菜収穫
大村Ｍ・藤田
2名
■01/18(土) メネット：料理教室メンバー5名・メネット3名
（大村Ｍ・相川Ｍ・鈴木Ｍ）
（相川・大村・日吉・福田・藤田）
■01/19(日) 農園:ファンド事業 藤田委員長・渡邉 2名
（御殿場 稲葉様・内海様・杉山様・前原様）
■01/20(月) 農園:野菜収穫 福田 1名
■01/22(水) 農園:ファンド 青木 1名
■01/22(水) 絵画:コンクール入賞作品の報告と返却
青木委員長・藤田 2名
■01/24(金) 農園:ファンド 藤田委員長 1名
御殿場（芹澤様）
■01/25(土) 富士山部第二回役員会・評議会
石川会長・青木主査・日吉副会長 3名
大村M（東日本区メネット委員）
■01/28(火) CS：市民すこやかふれあいまつり
第三回実行委員会 岡田 1名

■農園委員会
○活動は報告の通り
○メンバーの都合の良い日に各自ブロッコリ脇芽の収穫と
大根の収穫をお願いします。その後の段取りは宮澤先生と打
ち合わせの上対応予定です。
■EMC・YMCA委員会
○例会時に熱海クラブで勧めている方法を実施していく
○Facebookに料理教室投稿しました。
■IBC・DBC・親睦委員会
○DBCについては5月で再検討します。新型コロナウイルス
の関係もあり、状況は流動的。
○誕生日・結婚記念日確認
○親睦会も2月は行いません。次の機会に盛大に開催予定
です。
■プログラム・ドライバー委員会
○例会プログラムを承認
■会報・広報委員会
○例会報告（大村）・メネット料理教室（大村M）・富士
山部第二回役員会・評議会（石川）・農園だより（藤田）・
Change!2022シンポジウム（青木）・在京ワイズ新年会（光
永）
■メネット委員会
○1月18日（土）10:30-15:00 料理教室を開催
「みんなでいただくおうちイタリアン」
講師：相川M・会場：平和エアテックショールーム
会費：2,500円
参加者は活動報告の通り
○第二回富士山部役員会評議会へ東日本区メネット委員と
して出席
○農園ファンド事業に協力
○2/18開催のTOF例会での食事提供について:例年通り実施
する。大村邸14時集合
■絵画コンクール実行委員会
○次期も継続するなら4月以降準備を始める必要がありま
す。
■臨時総会開催について
○2月例会後臨時総会を開催予定（議案は次の通り）
・次期会長主題（案）
・次期三島クラブ役員構成（案）
・三島クラブ会則一部修正（案）

＜今後のスケジュール＞
■02/01(土) Change!2022シンポジウム 青木 1名
■02/04(火) 2月度役員会
■02/18(火) TOF例会＠大村俊之様邸
■03/07(土）〜 03/08(日）
東日本区次期クラブ会長・部役員研修会
受付開始3/7 12:30〜 開会 13:30〜
終了予定3/8 12:30閉会予定
場所:国際青少年センターYMCA東山荘
会費: 10,000円
＜協議事項・報告事項＞
■会長・書記
○富士クラブ樫村好夫ワイズご逝去の件
→香典10,000円拠出しました。（鈴木ワイズ持
参）
○東日本区大会 2月例会時に取り纏め
○井上地域奉仕事業主査宛にブリテンを毎月送付す
る。
（7月から2月分も送付すること）
■会計
○会費未納者は早めに会費の納入をお願いします。
○RBMの送金は完了済み・例会で集金。
■CS・BF委員会 岩田委員長
○市民すこやかふれあいまつり会計報告
○実行委員会出席（岡田）クラブ内からの意見・反省
点を発表し、改善を要望しました。
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会長：石川 敏也｜副会長： A 渡邉 近子 ,B 日吉 和代｜書記 相川 毅｜会計 藤田 小夜子
主題：
国際会長「よりよい明日のために今日を築く」JenniferJones
アジア・太平洋地域会長 「アクション」
田中博之

東日本区理事
「勇気ある変革、愛ある行動!!」山田敏明
富士山部長
「共に歩もう、素晴らしきワイズ」長田俊児
三島クラブ会長 「ワイズたるを知る」
石川敏也

強調月間

TOF

今月の言葉：愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。（ヨハネの手紙）

令和2年2月

三島ワイズメンズクラブ TOF例会

■日 時：2020年2月18日（火）18:30〜
■場 所：大村俊之様邸
■受 付：大村俊之Y's
■司 会：鈴木忠雄Y's
■開会点鐘：石川敏也会長
■開会挨拶：渡邉近子Yʼs
■ワイズソング斉唱：出席者一同
■ワイズの信条：鈴木忠雄Yʼs
■会長挨拶：石川敏也会長
■ゲスト・ビジター紹介：石川敏也会長
■誕生日・結婚記念日祝：親睦委員会
■食前の感謝：青木利治Yʼs
■会食
■ワイワイ談義：みんなで楽しくお話ししましょう！
■書記報告・委員会報告

プログラム

■スマイル報告：親睦委員会
■出席率報告：プロドラ委員会
■閉会挨拶：日吉和代Ｙ's
■閉会点鐘：石川敏也会長
■臨時総会：議題
・次期会長主題（案）
・次期三島クラブ役員（案）
・三島クラブ会則一部修正（案）について

02/06 岩田守央Y's
02/26 石川敏也Y's

None.

1月沼津･三島･御殿場合同例会報告

在籍者

12名 メネット

出席者

9名 ゲスト

出席率

75% ビジター

メーキャップ
修正出席率

3名 総出席者数
100% スマイル

0名 スマイル累計

112,302円

0名 プルタブ

0kg

0名 プルタブ累計

1kg

36名 古切手
9,000円 古切手累計

170g
1,480g

大村俊之
2020年1月14日(火)18時30分〜21時00分
於：ニューウェルサンビア沼津
1月新年例会は恒例により３クラブ合同例会
で、今年は沼津クラブがホストにて開催されま
した。1月は部長の公式訪問月のため、部関連
の役員も参加し、36名での盛会な例会となり
ました。
沼津クラブ相磯優子ワイズの司会により時間
通り開始され、３クラブ会長による点鐘、開会
挨拶、3クラブ会長の挨拶とセレモニーは進
み、長田部長が体調不良のため欠席となり急
遽、臼井富士山部書記の新年のご挨拶と合同例
会開催の祝辞をいただきました。

会食後の卓話は静岡県文化・観光スポーツ担
当部長・広岡健一郎氏が「2020年オリンピッ
ク・パラリンピック開催について」と題してオ
リンピック、パラリンピックの全体像の中の静
岡県内での進行状況や聖火リレーのコースなど
を資料とパワーポイントとを用いて詳細に解説
されました。国を挙げての一大事業なので国も
県も、国民に理解と協力を求めるとのことか
ら、多くの場で説明して皆さんの理解と協力の
必要性を強調されている事がよくわかりまし
た。予定通り約１時間で卓話は終了し、委員会
報告、出席率、スマイルなどの報告後、閉会挨
拶、閉会点鐘により散会しました。
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Change!!2022シンポジウム報告
富士山部会員増強事業主査

富士山部第二回役員会・評議会報告
青木

利治

２月１日（土）午後１時より東京YMCA社会体育・
保育専門学校にてシンポジウムが開催されました。会員
増強に熱意を持っている100名位のワイズメンが参加し
ています。山田理事を初め、熱海クラブの栗本ワイズ・
札埜ワイズ・他に東日本区の役員のみな様のお話があり
ましてから、グループディスカッションによる質疑応答
がありました。その中で、三島クラブとして参考になる
話を聞くことができました。
①甲府21クラブが16名が36名に増えた条件として、知
名度アップの行事を年一回開催している。ベビーカーコ
ンサート(500人規模)
②甲府21クラブは、会費が年間50,000円としている。
40歳以下は半額にして、若い人の入会に努力している。
入会しやすい会費を検討する。
③甲府21クラブではファンド事業を実施している。十
勝のジャガイモの販売と野菜を売っている。(バザー)
会費の不足分を補っている。
④例会費は500円で甲府21クラブは行っている。但
し、会場は山梨YMCAを使用している。
⑤YMCAとの連動した活動を行う。
⑥ディスカッションの中で、クリスチャリティーを薄
めた例会にしても良いではないかと意見が多数でまし
た。ワイズソング・信条・祈祷・点鐘・万国旗などの必
要性を考える。
⑦SNSの活用方法を考える。
以上、報告します。
三島クラブの活動のために参考になると思います。

会長 石川 敏也
1月25日（土）11時半、青木ワイズを乗せ熱海
YMCAへ。天気は良好、渋滞もなく予定通り12時
半前に着き、一緒に着いた富士宮の石川会長と伊
藤次期部長とで昼食の出来るお店を探したのだ
が、熱海は梅や桜の観光客でいっぱい。結局近く
のコンビニ弁当でのり弁を購入、何とも侘しい昼
食でした。
13時定刻に役員会が始まり、部長のあいさつ、
各役員の前期報告と滞りなく進み、特に協議事項
もなかったので詳細の報告は、この後の評議会で
ということになり無事終了しました。その中で一
点、地域奉仕事業主査より各クラブのブリテンを
できるだけ郵送でお送りいただきたいとのお願い
がありましたが、ワイズのIT化の一環として経費
削減を掲げメーリングリス トの運営を進めている
ので、郵送でのやり取りは本末転倒の感もあり、
特別な場合を除きメーリングリス トの活用を進め
ていきたいとのことでした。
14時過ぎからは各クラブ役員も参加しての評議
会が、1月19日に急逝されました故樫村好夫ワイ
ズに黙とうを捧げて始まりました。今回、三島ク
ラブは来られないメンバーが多く、日吉ワイズ一
人が追加となり計3名での評議会でした。こちらも
役員会同様、部長のあいさつから各役員の前期報
告となり、三島クラブとしては主要な事業が前期
に集中しているため忙しかったことと、子どもの
絵画コンクールの2回目を無事盛況の中終わること
ができた旨を報告しました。この時もやはり地域
奉仕事業主査より各クラブのブリテンをできるだ
け郵送でお送りいただきたいとのお願いがあった
ため、三島クラブとしては今期7月からのブリテン
をまとめて郵送することと決めました。
ワイズメンズクラブだけでなく社会全体で合理
化、経費削減の名のもとに一部のIT化が進められ
ていますが、やはりネックになるのは高齢者がそ
の流れについてこれないということ。中にはかた
くなに拒む人もいて遅々と進まないのが現状で
す。情報を伝えるのに、書面にして封筒に入れ 、
郵送して直接相手に届けるのが一番いいというこ
とは誰もが分かっているのですが（ごく一部、日
本で一番頭の足りない代表者が書面にすることを
拒んでいますが）、メンバー数の減少による経費
の削減など様々なことを考えると事務手続きの合
理化は無視できないこととなっています。まずは
お互いが正直に不明な部分を分かち合い、協力で
きる体制づくりが一番の早道ではないかと思わさ
れました。
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第8回

農園だより

メネット会企画主催「料理教室」

農園委員長 藤田小夜子
令和の元号初めてのお正月を迎え日の浅い1月4日
（火）の役員会で、今の農園の状況報告に加えて今後、
残存している作物のファンド、収穫、利用、寄贈等に
ついて意見を出したところ、翌日早速大村ワイズから
14日（火）9時30分〜みはらし学園の職員さんが数名で
収穫に来て頂き、沢山の大根を寄贈することが出来、
サポートは大村ワイズと藤田でした。17日（金）大村
Mと二人で翌日のメネット主催の料理教室に使用の野菜
の収穫をする。18日（土）メネット料理教室に大根、
キャベツ、ブロッコリ等を使用してもらい、楽しいひと
時の一旦を担えたかな？ 19日（日）久しぶりに暖か
い朝から御殿場クラブの前原さんと杉山さんが来園。
大根とブロッコリの収穫とファンド、東山荘さんへの
大根寄贈の分も運んで頂き大変助かりました。渡邊、
藤田の参加。
20日（月）、22日（水）福田、青木。24日（金）御
殿場クラブから芹澤さんが大根とブロッコリの収穫と
ファンドに来て下さり、いつも助かっています。御殿場
クラブさんには本当に感謝しています。
2月の7日（金）18時〜農園で大変お世話になってい
る宮沢先生の「新春のつどい」に出させていただき、
その時に今年はジャガイモの種イモを用意して下さって
いることをお聞きしました。植え付けをする日が決ま
り次第メンバーの皆さんにお願いをしますので、その節
には、段取りをつけて1人でも多くの参加をお願い致します。

在京ワイズ合同新年会
光永 尚生
2020年在京ワイズ合同新年会が、1月11日(土)
に、東京YMCA社会体育・保育専門学校と東陽町
センターにおいて約110名のワイズメン、メネット
などの参加で開催されました。
三島クラブからは、鈴木忠雄ワイズと光永ワイズ
で参加しました。富士山部からは、沼津クラブの
長谷川ワイズも参加でした。紹介された際には、
2人で10人分の大きな声でご挨拶いたしました。
今回は、第一部礼拝、第二部 実行委員会のごあ
いさつに続き2時間をみっちりと全員で映画鑑賞い

「みんなでいただくおうちイタリアン」
三島クラブメネット委員会長代行 大村知子
１月18日（土）相
川 明 実 メ ネッ ト に 講
師 、 相 川 ワ イズ に 平
和 エ ア テ ッ ク ショ ー
ル ーム利用のご協力
を 得 て、 恒 例 と な っ
てきた料理教室を開催しました。
メニューのうち「オードブルカナッペ」作りを男
性2人が担当、女性はワイズ農園野菜利用「野菜
スープ」の食材の切り方などを学びながら早々に
煮込み開始、次はデザートの「珈琲ゼリー」の手
際よい作り方の師範を見て、冷やすために冷蔵庫
へ。ロース トビーフの簡単で手間のかからない作
り方は前回とはまた異なる方法を教えて頂きまし
た。次いでフライパン一つで作るアイディア満点
の「ペンネアラビアータ」が短時間で完成、ここ
で温かいうちにと試食をすることに「美味し
い！」と一息。その後、生のカニの解凍と塩鮭の
塩抜き方法などコツを説明して頂きながらメイン
ディッシュ「海の幸オイル焼き」を手早く調理、タ
イミングを合わせて「ロース トビーフサラダ」も
出来上がり、いそいそと食卓を囲み試食会となり
ました。美味しさを堪能、和やかに談笑の会食で
親睦も深まり、今回もその日から活用できる料理
の知恵、調理器具の活用方法など知識をたくさん
いただきました。会費2500円のうち500円はワイ
ズに献金して頂き、重ねてのご奉仕に一同感謝致
し散会しました。相川様本当に有難うございまし
た。

たしました。
映画のタイトルは「大地の詩」~留岡幸助物語~という映画です。主
演は村上弘明さんで、工藤夕貴さん、さとう宗幸さん、石倉三郎さ
ん、秋野大作さん、中条きよしさんなどずらりと名優ぞろいでし
た。
ストーリーは、岡山県出身の留岡幸助の生涯の働きを中心に北巣鴨
から北海道で開校した「家庭学校」をめぐる働きの物語でした。
21世紀になった今も受け継がれるその教育は、少年感化事業の先駆
者として、受け継がれています。感動的な内容で、2時間を100名であ
っという間に鑑賞できました。感謝の時間となりました。
その後は、待ちに待った第4部懇親会が、会場を東京YMCA東陽町
センターに移して行われましたが、実行委員会である東京ワイズメン
ズクラブの皆様が、朝から準備され、すばらしいお持ちなしの場とな
りました。おいしい食事、素敵なお話などで時間のたつのを忘れてし
まいそうでした。
12月に沼津クラブの卓話に来られた比奈地さんの司会で、和やかな
ひと時となりました。在京ワイズの会でしたが、旧交を温め、多くの 三島ワイズメンズクラブ 2020年2月号ブリテン
＜発行：会報・広報委員会（相川・石川・光永）＞
方たちとの交わりに感謝でした。
掲載内容に関することは☎090-1415-0386（相川）まで、お気軽にお問い合わせください

