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例会日︓毎月第 3 火曜日 18:30～20:30 三島ワイズメンズクラブ CHARTERED OCTOBER 7.1977
例会場︓三島市民活動センター 4F 会議室 三島市本町 3-29 本町タワー

会 長 日吉和代 A副会長 青木利治 B 副会長 相川 毅 書 記 光永尚生 副 書 記 石川敏也 会 計 相川 毅
主 題

三島クラブ会長主題：和・楽で活動を！！（日吉和代） 国際会長：価値観、エクステンション、リーダーシップ（Jacob

-Kristensen：デンマーク）アジア太平洋地域会長：変化をもたらそう（David Lua：シンガポール)東日本区理事：変化をたの
しもう！（板村哲也：あずさ部）富士山部部長：ワイズだから出来ることが有る！粋にやろうぜ！富士山部！（伊藤一芳：富士宮）

「野原の花がどのように育つのかを考えてみなさい。働きもせず紡ぎもしない」ルカによる福音書 12 章 27 節

世の中には、
たくさんの植物があります。
それらは、
季節になれば美しい花やおいしい果実で私たちを楽しませてくれます。
そしてそれは、
いき
なり花が咲くのではなく、
一晩で実が食べ頃になるわけでもありません。
多くの過程を経て、
私たちに喜びや楽しみを与えてくれているのです。

2021年6月例会：6月15日（火）18:30～ 会場／松 韻 (三島市中田町1-16 ☎055-973-2678)
受 付：相川 毅 Y's ／司 会：渡邉 近子 Y's

Happy Birthday
Happy Anniversary

6/21 大村Y's
該当者なし

■ 6 月例会
✽開会点鐘
✽開会の言葉
✽ワイズソング斉唱
✽ワイズの信条
✽会長挨拶
✽ゲスト・ビジター紹介
✽誕生日・結婚記念日祝
✽食前の感謝
✽会
食

会長

日吉 和代 Y's
石川 敏也 Y's
出席者一同 ( 中止 )
司 会
会長 日吉 和代 Y's
会長 日吉 和代 Y's
司会・親睦委員会
( 中止 )
( 中止 )

※総会終了後に食事会を行います。

書記 光永 尚生 Y's
✽書記報告
各委員会
✽委員会報告
✽スマイル・出席率報告 親睦・プロドラ委員会
藤田 小夜子 Y's
✽閉会の言葉
会長 日吉 和代 Y's
✽閉会点鐘
✽定時総会

書記

光永 尚生 Y's

①事業報告・仮決算報告②次期事業計画・次期予算計画

日吉年度を閉じるにあたって
農園・絵画コンクール委員長

藤田 小夜子

石川会長の年度から全世界が見舞われた新型コロナウイ
ルス禍の中で始まった日吉会長を初めとし、キャビネット
の皆さんには、ご苦労をお掛けした一年でした。いつ収束
するとも判らない中で次々と頭を持ち上げてくる多種の変
異株ウイルス。ボランティア活動どころか会員相互の対面
さえままならぬ日常。
「楽しくなければワイズでない」
「ワイズ人生を謳歌しよ
う」等と言われていたのも今は昔・・・
そんな事を思ったのは意気地のない私だけでしょうか？
他クラブのブリテンを拝読させて頂くと色々と工夫をされ
ている事が窺い知れます。良いことは分かっても、そこは
各クラブ事情もあり、わが三島クラブでは、メインとして
企画していたものが全て足元から頭上まで崩れ去り、コロ
ナ如きにと思ってもままならず、結果、大人しくしている
のが現状であります。
そんな 11 月の月命日に墓掃除とお参りに行き、掃除が終

わったところで寺のお墓のお参りをして石段で捻挫、腰椎
圧迫骨折をしてしまいました。そこから 2 ヶ月余り、入院
生活を余儀なくされ、退院してからも今までの行動力はど
こへやら・・・
「泣き面に蜂」
「弱り目に祟り目」とは、こ
れもわが人生か？
日吉会長年度に「絵画コンクール委員会」も「農園委員会」
も何も出来ずに終えることは、誠に申し訳なく思います。
最後に、わが不始末で役員会も欠席続きでご迷惑をお掛
けしましたことお詫びいたします。
これからワクチン接種が始まり、一日も早いコロナ収束
を願うばかりです。オリンピックもさることながら、また、
三島クラブのメンバーのワイワイと楽しい語らいと笑い声
の日常が戻って欲しいですね。

第 43 期三島ワイズメンズクラブの会長就任

クラブメンバーの逝去や、け
が、休会など様々な出来事に
会長 日吉 和代
向き合いながら、クラブメン
バーの皆さんと、毎月のオン
振り返ってみると、何もない、何もしない 1 年でした。
ラインでの顔合わせは、自分
何も知らないスマホの世界に入ったのは良いのですが、何
にとってのビタミン効果でし
もわからず、操作もおぼつかず、ましてやズーム会議・・・
た。これからも、「はなれて
どこまでスマホ・電子の世界に飛び込むのか、考えもしま
いても、つながっている」三
せんでした。
島クラブでありたいと考えて
皆の力、特に相川ワイズ、
いるところです。
石川ワイズの力を借りなけれ
今期は皆様にお世話になりました。来期も宜しくお願い
ばズーム会議に参加すること
いたします。
が出来ませんでした。この先、
不安しかありません。
片付け
こんな私が、ワイズの仲間
に入っていて良いのか考えて
監事 大村 俊之
しまいます。参加することに
意義があるとは言うものの、
同期生や先輩の訃報が続き、
言い訳にしか思えません。この先参加して良いのか本当に コロナで会葬もままならず寂し
考えてしまいます。でも来期、また会長を引き受けたもの い近ごろです。順番かなとも思
の今後どうしたら良いか解らず毎日悩んでいます。コロナ・ いながら判断力が残るうちに生
コロナの世の中、ワクチンが皆に行き届けば少しは改善さ き恥だけでなく「死恥」なきよ
れるでしょうが・・・。
うにと片づけをしてます。キャ
来期もどれだけの行事が開催され、参加できるか考える ビ ネ ッ ト 下 段 は 当 時 の 機 密 書
と頭が痛いです。でも、コロナに負けずガンバッテ行きま 類、上段は取敢えず保管した物。
しょう！
3 日かかり空にしました。

新型コロナ騒動で思ったこと
B 副会長・会計

前回東京オリンピックの思い出
相川

毅

「誰が責任をとるんだ！」という言葉をよく聞きます。
高校野球もイベントも中止、当然大型ライブも中止。批判
して、謝らせて、辞めさせれば勝ちという最近のマスコミ
報道やネットに疲れ、大人も、主催者も、知事も、実施し
ないことで責任回避をしている。飲食店なども、必死で対
策をして、なんとか営業しようとしていると、冒頭の台詞
で、ひたすら叩かれて ... 最悪な事態を想定したら、何も
出来ない。どうやって実施するか知恵を出し・議論・実行
する。結果がどうなろうと責
任追及では無く、前進の糧と
すれば、きっと乗り越えられ
る。
そう、笑顔があれば、過去
どんな苦難も乗り越えてきた
私たち日本人！ですもの、きっ
と 未 来 は 明 る い！ 間 違 い な
い！＃だから、ももクロライ
ブとしおりんの笑顔が必要な
んだ（笑）【写真は安定の「ももクロ」詩織ちゃんです】

メネット会委員長

大村 知子

お小遣いをため東京体育館のバレーボール、戸田のボー
ト競技を観戦。講義や実験実習の合間（サボらず）学部
三年の秋でした。体育学
教授が日本武道館のこけ
ら落しに連れ行って下さ
り、 三 船 10 段 の 模 範 演
技背負い投げも忘れない
思 い 出 で す。 都 バ ス 15
円（大学の年間授業料 9,000 円）でした。

卓話をきっかけに外国人市民の支援に
CS 委員長

岡田美喜子

以前、例会の卓話をしていただいた「のびっこクラブ」
の石井千恵子さんとは、現在も外国人市民の支援について、
石井さんはソフト面か
ら、私はハード面から
協働で活動を行ってい
ます。
三島市に在住する外
三島クラブの 2020-21 を振り返って
国人は現在約 1,400 人
で、少しずつ増え続け
書記 光永 尚生
ています。
今期の日吉会長記は、Time flies like an arrow. のよう
同じ市民でありなが
に過ぎていったと思います。
ら、市役所や小中学校
一番のニュースは、初孫の誕生でしたが、一歳になるま
等からの情報が正しく
で会うことがかなわず苦労しました。次は、千葉から熊本 伝わっていない、地震の無い国から来た外国人は防災の知
への引っ越し、車での 1,200km の移動、延べ 2 週間のホ 識がないなど、課題がたくさんあります。コロナ禍では、
テルでの自粛待機と、なかなか経験てきない出来事の連続 給付金の申請やワクチン接種の手続き等、情報が行き届か
でした。今、今期末を迎えるにあたっては、よくぞ、ここ ないことによる弊害が多々あります。また、外国人住民は、
まで元気に来れたなあという、感慨が深いものがあります。 ことばの壁があるものの、地域住民としてコミュニケー

ションをとりたい、役に
立ちたいと思っている人
もたくさんいます。
多文化共生社会を実現
するために、これまでも
議会で何度も取り上げて
きましたが、昨年から今
年にかけて、大きく前進
したものがあります。
石井さんと立てた目標は、三島市に「三島版多文化共生
推進プラン」を策定してもらうことです。まずは、情報伝
達の方法を探ることから取組みました。第 1 に、三島市の
ホームページの多言語化です。スマホでなんでも調べられ
る時代です。現在では 9 つの言語に変換が可能になりまし
た。第 2 に、三島市から出される情報にやさしい日本語（ふ
りがな付き）が取り入れられるようになりました。第 3 に
外国人市民に対する支援団体や関係機関による協議会の設
置で、昨年から 2 回開催することができました。
そして先日、外国人向けの防災研修会（起震車・消火器
体験）開催と、外国人に情報を伝えるキーパーソン「みし
まめっせんじゃー」に豊岡市長から 5 人の方が任命されま
した。
卓話をきっかけに、外国人支援に携わることができてい
ます。

家族でゆっくりと旅行をしたい
プログラム・ドライバー委員長

渡邉 近子

三島ワイズも 6 月で一年が終わろうとしています。新型
コロナの影響で行事もできないまま過ぎてしまいました。
まだまだこの状況が続くと思うと気持ちがふさぎこんでし
まいます。早くマスクなしの生活に戻りたいです。
三島市も高齢者には、ワクチン接種が始まっていますが、
若い人たちに行きわたるのはいつになるのか？しばらく
は、 こ の 状 況
下新年度の計
画を立て出来
る範囲で進め
ていかなけれ
ばなりません。
メンバー減少
の 中、 こ れ か
らが大変です。
私も事情が
あり、4 役も受
けれない状態

東ドイツでは南に行くほど雪深くなりま
した。

くまモンおじさんのブラタモリ紀行《三島クラブ編》
ブラタモリで放送された場所で、くまモン光永が
訪れた場所をシリーズで「ブラタモリ紀行・三島
クラブ編」としてお届けした面白紀行の最終回！

第11回【海外編始動】第5弾
ファイナル～「今は亡き国、東ドイツ紀行」
私は、1988年2月に初めての海外旅行に2週間行きまし
た。その国の名は、「東ドイツ」(または、旧東ドイツ)。こ
の旅は、当時の中曽根首相と東ドイツのホーネッカー国家
元首との約束で実現した、第1回目の相互交流使節団に選ば
れたためでした。YMCAに入職した年に、全国で派遣され
る団員の募集があり、推薦を受けて作文を書き選んでいた
だきました。まさに、超ラッキーな26才でした。
代々木のオリンピック記念センターでの事前研修では、ド
イツ語の練習もありました。そして、成田から北京にわた
りましたが、当時の北京空港の蛍光灯の暗いことくらいこ
と。天安門広場などは、よく見えないほどでしたが、200
円のコーヒーを現金で飲んだことを覚えています。そこか
ら、イリューションという旧ソビエト製のジェットで、東
ベルリンへ。ファーストクラスにも初めて乗りましたが、
快適な6時間でした。
しかし、東ベルリンの空港に近づくと、何となく異様な雰
囲気。理由は、当時は、まだまだ冷戦のさなかで、東ドイ
ツは「鉄のカーテン」と呼ばれる、核ミサイルが、サイロ
という施設に散見され、通訳から、あの丘の小屋は、ミサ
イルの発射台だよ。と聞いたときは、びっくりしました。
とても緊張感があったものでした。
私たちは、トップ同士のエクスチェンジの第1回でしたの
でとても優遇され、日本大使館の一等書記官が期間中同行
し、現地のTV、新聞は毎日報道がありました。
宿泊所は、スターのつくホテルばかり、ブランデンブルグ
門、ドレスデン、マイセン、ライプチヒ、エアフルトな
ど、歴史的な街を見て、現地の若者たちとの交流も進みま
した。今も、買ってきたマイセンのカップは大切に使って
います。しかし、2年後の1989年にベルリンの壁が崩壊し
ました。東西ドイツの統一が成ったのはご存じのとおりで
す。ちなみに、この年に、長男が生まれたのも不思議な気
持ちです。
今も、34年前のこのときのことは、走馬灯のように想い出
しますが、「夢」だったようにも思えて仕方がありませ
ん。では、これにて。アウフベーターゼーエン。

ベルリンの壁の東側には、多くの墓標がありました。

東ドイツには歴史的な遺産が多く残っています。

TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

です。自分ができるところは頑
張ってやるよう努力をします。
皆さんのご協力をお願いいたし
ます。
最後の 6 月例会を松韻で開催
します。全員参加は、無理です
けど、久しぶりの食事をとりな
がらメンバーと会えるのを楽し
みにしています。
私生活では、孫たちと一緒に
たわむれていられるのが唯一、
幸せを感じます。コロナが落ち着いたら、家族でゆっくり
と旅行をしたいなと思います。

私は何をすればいいのだろう？
BF・EMC・YMCA 委員長

福田 淑子

ワイズメン皆様が青少年の健全育成や、障害者施設への
援助など長きにわたる活動を行なっていることに、心から
の敬意を表します。
ただ、私が数年間、
市民相談室に勤務し
ていた時、深刻に感
じたことがありまし
た。家族の孤立化で
す。子供の引きこも
り（中学生？ 50 代）
に悩む親。仕事で忙
しい両親の不在によ
る子供達の孤食、孤
独。結婚したいが、経済的理由や機会が無くて結婚出来な
い若者の高齢化。一人暮らしの老人の孤独死。老親への虐
待など。
家庭内のことは他人が踏み込めないため、周囲は気が付
きにくいです。
そこで私は何ができるのだろう。そして、ワイズの中で
どう進めていったらいいのだろう。昨年からのコロナ災害
下で、
離れていても家族の絆は強くなったと信じたいです。

夢みる頃を過ぎても
副書記・会報・広報委員長

石川 敏也

ジェンダー化された役柄、性差別主義を反映した登場人
物……ディズニーアニメが多くの批判を浴びているそうで
す。あるアメリカのジャーナリストは「チャーミングな王
子様のキスで生き返った白雪姫は、キスに同意していた？
いやしていない。だって意識がなかったのだから」と言っ
て批判しますが、どうも最近は物語を現実と同じと考え
批判する大人が増えているようです。想像力の欠如こそ大
人の証と言わんばかりです。世界中で似たようなことが起
こっています。注釈なしでは何も表現できなくなってしま
うかもしれません。社会の中枢に想像力の無い大人が増え
ることは、想像力の塊である子どもたちにとって悲劇でし
かありません。そうこうしているうちに戦争がはじまりま
す。そんな世界からは何とか早めにおさらばしたいもので
す。

三島ワイズメンズクラブ 2021 年 6 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。

強い義務感を持とう 義務はすべての権利に従う

2021年6月 第12回 役員会議事録
日
時：2021年6月1日（火）19:00～20:30
場
所：各自ZOOMにより参加
出
席：9名中8名（相川ワイズ事務所：日吉会長〇、相川B副会長
〇、藤田●、渡邉〇、石川〇）
（ZOOM：大村〇、岡田〇、福田〇、光永
〇）＋大村メネット 計9名

報告及び協議事項（日吉会長/光永書記）

■報告：東日本区・東日本区大会の件
▶区大会への登録は、東日本区からの連絡を書記から共有する。代
議員会の参加または委任状の件は、日吉会長が相川ワイズ事務所
から参加し代議員会の議決に加わる。
■報告：2021-22ロースター作成方法変更の件
▶ロースターは、電子化される方針なので、東日本区はペーパーで
の購入はない。希望者があれば検討の可能性はある。
■議題：2021-22 三島クラブ事業方針・計画・予算作成の件
▶2021年度事業計画などの作成を進めるにあたり、今後の方針を
協議した。①各委員会より2020-21事業報告書の提出をお願いする。
②各委員会の仮決算を会計に提出し、6月15日の総会で協議、承認
を受ける。
■議題：日吉会長期総会開催の件
▶今期総会は、6月例会に合わせて会場とオンラインのハイブリッ
トで開催する。食事の提供は、弁当形式として、オンライン参加者
も事前に取りに行くことができることとする。
■議題：6月例会の件
▶2021年6月15日(火) 18:30～20:45 会場：松韻(お弁当形式)☆リア
ル開催については、役員会で最終決定し、6月3日に松韻に連絡しま
す。→リアルとオンラインでのハイブリット開催。総会は例年の形
式で、例会+総会のスタイルを原則として開催する。当日の予定参
加者 リアル会場：日吉会長、石川ワイズ、渡邊ワイズ、相川ワイズ、
藤田ワイズ＋ZOOM：岡田ワイズ(弁当事前受取)、
福田ワイズ(不
要)、光永(不要)
■議題：その他承認事項
●CS委員会は、1つの合同委員会とする。絵画と農園事業は実施し
ない。●B副会長は岡田ワイズ、CS委員長に福田ワイズ、BF・EMC・
YMCA委員長に大村ワイズが就任決定。●各委員会事業報告書は、
前任者とつめて、まとめていくこととする。●農園のあいさつに
は、日吉会長、大村ワイズ、藤田ワイズで協力して訪問する。ヨーカ
堂の、5,000円の商品券をお礼として購入する。●藤田ワイズからの
6月末退会希望を、6月末で休会へ変更予定。●青木ワイズに復帰時
期を確認すること。また、長澤ワイズは2年経過となるため要確認。

活動報告

■会計(相川)
仮決済と、今後の決済について各委員会より報告などを集約。例
会・総会時には暫定的に仮決算で提示。7月に決算として最終報告
の予定。会費の未納を徴収する連絡予定。また、大村ワイズから事
務所経費としての家賃の今期辞退の申し出あり。
■CS委員会(岡田)
市民すこやかふれあいまつりについて4月に市役所福祉総務課よ
り三島クラブに対し実行委員会への参加依頼あり。実行委員とし
ての三島クラブの参加についてはお断りした。
だがしや楽校は、8月22日で準備中。協賛金10,000円を三島クラブか
ら拠出。また、三島大社での開催条件などにより、現金の支援のみ
となる可能性もあるが関係性の継続のため支援を続ける▶承認
■会報・広報委員会(石川)
6月号は全メンバーから、原稿と写真を提出(150～200文字程度で作
成)。6月10日の提出締め切り厳守をお願いしたい。
■静岡YMCA連絡係(大村)
5月15日11:00～ 於 静岡YMCAセンター 13時から議題内容確認。
同盟小林事務局長が第24回東日本区大会の説明をした。総会で新
理事長に稲田精治氏監事に森重男氏の就任承認を得る。(大村はオ
ンライン参加)総会資料は15日例会にて配付予定。

活動予定

■6/15（火）6月例会＠松韻 例会後に総会、更にその後に食事会
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