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Record of October. 

Happy Birthday 

11/01　大村メネット


11/02　鈴木メネット


11/25　佐藤メネット　


HappyAnniversary 

11/03　佐藤昭雄夫妻


Emphasize Month 

FF


(Family Fast)

Y’S MEN'S CLUBS OF MISHIMA 
国際会長  Sichuan Boonmapajorn 主 題 「信念のあるミッション」 Mission with Faith 

           アジア地域会長 Edward K.W.Ong  主 題 「愛をもって奉仕をしよう」Through Love, Serve 
           東日本区理事 渡邊　　隆  主 題 「原点に立って、未来へステップ」Stand at the origin and  take a step for the future　 
           富士山部部長 久保田康正  主 題 「みんなで参加・みんなで奉仕」Let’s join together! Let’s work for somatic service! 
           三島クラブ会長 長澤　禎文  主 題 「寛容であれ」　Let’s Have A Big Heart! 

　会長　長澤　禎文｜副会長　岡田　美喜子｜書記　石川　敏也｜会計　渡邉　近子         　　　　　　　　　　　　  　　　　　　Bulletin. November 2015 No.458　

【10月三島クラブ例会報告】　　　　　　　渡邉　近子　 

10月20日(火)に
例会を開催しまし
た。この日は、私
の誕生日でしたの
で絶対参加しなけ
ればという気持ち
でした。年をとる
のは、いやですけ
ど皆さんに祝って
頂けるのは、やっぱり嬉しく思います。どうしても都合が
悪い方が出てきてしまうので参加者もなかなか全員が揃う
ことがないのが残念です。 
なんとか、会員を増やさなければと思いつつ努力をして
いるのですが難しいのが現状です。 
卓話には、三島若者元気塾の石井真人様を迎え、松下政
経塾の人材育成「志を持つ人材を生み出すには」というテー
マでお話しを頂きました。松下幸之助氏 
が85歳の時、人材教育をやろうと作った政経塾において
21世紀の日本をよくしていこうとする有意の青年たちが人
間とは何か、天然自然の理とは何か、日本の伝統精神とは
何かなど、基本的な命題を考察、研究し、実社会生活の体
験研修を通じて政治、経済、教育をはじめ、もろもろの社
会活動はいかにあるべきかを、幅広く総合的に自得し、強
い信念と責任感、力強い実行力、国際的な視野を体得した
いという思いがお話を聞いて伝わってきました。2011年に
スタートした三島若者元気塾が、松下氏が残してくれた志
を持ち、研修を通じて、主体的に考え行動する次世代を担
う元気なリーダーを育成して未来の地域活性化に取り組ん
で行こうとしている姿に感銘を受けました。 
　石井氏のお話を聞いて、私達もこれからまだまだやら
なければいけないこと、何をすべきかを考えさせられ、勇
気を与えられました。

2015年11月　三島ワイズメンズクラブ例会 

■日　　　　　　　時 ：2015年11月17日(火) 
 ：18時30分～21時00分 
■場　　　　　　　所 ：アモール・エテルノ・リオ 
■受　　　　　　　付 ：小野　和昭Y’s 
■司　　　　　　　会 ：岡田美喜子Y’s 

■開会点鐘 ：長澤　禎文会長 
■開会挨拶 ：藤田小夜子Y’s 
■ワイズソング ：一同 
■ワイズの信条 ：渡邉　近子Y's 
■会長挨拶 ：長澤　禎文会長 
■ゲストビジター紹介 ：長澤　禎文会長 
■誕生日・結婚記念日 ：司会より 
■食前の感謝 ：高木　美香Y’s 
■卓　　　　　　　話 ：「富士山部と東山荘ー江原素六の足跡」 
 　　　　東山荘所長　堀口廣司　様 
■YMCA東山荘100年募金の贈呈 
■書記報告 ：石川　敏也書記 
■委員会報告 ：各担当委員会より 
■スマイル･出席率報告 ：プログラムドライバー委員会 
■閉会挨拶 ：日吉　和代Y's 
■閉会点鐘 ：長澤　禎文会長 

※例会報告は相川

在籍者 14名

出席者 12名

出席率 86%

メーキャップ 0名

修正出席率 86%

ゲスト 1名

ビジター 0名

メネット 0名

コメット 0名

総出席者数 13名

スマイル 11,000

スマイル累計 40,193

【見晴学園の奉仕作業報告】　CS委員長青木利治　 

10月24日(土)午前９
時より見晴学園にて奉
仕作業を実施しました。
参加者は、長澤会長・
藤田ワイズ・岡田ワイ
ズ・高木ワイズ・大村
ワイズ・私　青木の６
名でした。私は、風邪をひき始めていまして、少ししん
どかったですが、他のメンバーは大変元気で、皆さんの
協力を得て無事奉仕作業をすることができました。最初
は、玄関の下駄箱の掃除を行いました。掃除機で下駄箱
の砂をとってから下駄箱の中を雑巾にて拭き取りました。
その作業を１時間行った後、一旦休憩し、食堂の掃除に
取り掛かりました。食堂は、二階と一階にあり、女子の
食堂は比較的にそんなに汚れているとは思いませんでし
た。男子の食堂は、多少汚れがありませんでしたが、簡
単に拭き取ることができました。普段、換気扇の掃除を
やっていないと見えまして、そこが一番汚れていました。
掃除の後、三階に上がり、そこから新しくできましたブ
リッジを真下に見ることができました。この日はあいに
く曇り空のため富士山を見ることができませんでしたが、
晴れたら素晴らしい景色をみることができるでしょう。
見晴学園の職員の手助けもありまして、予定どおり11時
に奉仕作業を終了しました。参加して下さった皆様ご苦
労様でした。

ワイズメンズクラブ国際協会 
東日本区・富士山部 

三島ワイズメンズクラブ

今月の言葉　「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい。これこそ律法と預言者である。」（マタイによる福音書7章12節）



TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 強い義務感を持とう 義務は全ての権利に従う　　THE SERVICE CLUB OF THE Y.M.C.A. AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUB      

THE SERVICE CLUB OF THE Y.M.C.A. AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUB.               CHARTERED OCTOBER7.1977 例会日：毎月第3火曜日 18:30～21:00 　　　  会場：アモール・エテルノ・リオ

【協議事項】 
＜会長・書記＞ 
・東山荘100年募金について 
 YMCA基金(現在残高　650,037円）より、200,000円を拠出。個人献金は各自検討 
 11月卓話後に贈呈 
＜CS・BF＞ 
・11/08　8:30～　市民すこやかふれあいまつり＠三島北小学校 
   参加予定者　長澤会長・岡田・小野・日吉・渡邉　計5名 
   参加予定者が少ないため販売するものを一つに決める。輪投げ（担当岡田） 
   を行い、景品に駄菓子と缶バッジを考える。仕入れは、駒形屋を予定。 
   販売価格は50円。 
＜IBC・DBC＞ 
・11/14-15 DBC交流会in伊豆長岡　京都クラブが予定人数に満たないため、中止。 
     来春ごろに再検討の予定 
・IBCは来年4月に実施予定　釡山FCにメールにて打診予定 
＜親睦＞ 
・クリスマス例会は、12/15（火）みしまプラザホテルにて開催 
　詳細は、11/20の委員会にて打ち合わせ 
＜農園＞ 
・11月下旬～12月初旬に恵明学園と一緒に収穫作業を検討中。  

From Committee 

＜IBC・DBC委員会より＞ 
日頃よりIBC・DBCの活動にご協力いただきありがとうございます。 
さて、今月14日に予定しておりました京都クラブとのDBC交流会ですが急遽、
京都クラブの都合により開催が延期されることとなりました。楽しみにされ
ていた参加者の方々には誠に申し訳ありませんが、何とか来春に再度予定し
たいというお話もいただいております。 
詳細が決まり次第またお知らせいたしますので取り急ぎ、14日の中止の報告
とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
＜NPO法人熱海YMCAよりお知らせ＞    熱海YМCA運営委員　青木利治 
熱海ＹМＣＡセンターは、第３０回中学生英語スピーチコンテストを11月21
日(土)熱海の起雲閣音楽サロンにて開催します。三島市内の中学校から参加し
ています。日大三島中学校３名・中郷西中学校３名・北上中学校１名参加し
ます。三島クラブの皆様応援をお願いします。当日１２時３０分より始まり
ます。興味のある方は聞きに行ってください。 
＜農園委員会より＞ 
みなさん、こんにちわ。宮澤先生の方から野菜の収穫適期の連絡が入りまし
た。今回、収穫は下旬の予定でしたが急遽、野菜の収穫をしたいと思います。
尚、恵明学園さんにもお声をかけさせて頂いたところ、22日10:30頃から参
加できますとの事でした。ですので、9:30に集合して各自野菜を収穫して頂
き、10:30～ から恵明学園さんも交えて収穫作業の補助もお願いできればと
思います。ご参加頂ける方は、よろしくお願いします。         
日時   11月22日(日)  9:30～　 
持ち物     軍手、タオル、飲料水、野菜を入れる袋

Officers meeting Report. 
H27.11.04(水)　11月度役員会報告 
　長澤会長・石川書記・渡邉会計・青木CS／プロドラ委
員長・大村EMC委員長・藤田親睦委員長 
（出席義務者　9名・出席者6名）欠席　岡田副会長・高木
農園・相川会報 

【報告事項】 
・10/15  沼津クラブ第三回親睦ゴルフコンペ  
    沼津ゴルフクラブ 
    キャディー付き11,900円＋参加費3,000円　 
    日吉1名 
・10/18  見晴学園フェスティバル　祝儀10,000円　 
    長澤会長・大村・岡田　3名 
・10/20  10月例会　アモール・エテルノ・リオ　 
    18:30から 
・10/23  三島クラブ親睦会＠ムクゲ　19:00から 
    長澤会長・青木・相川・大村・小野・鈴木 
    高木・藤田・渡邉・石川　計10名 
・10/24  見晴学園奉仕作業　9:00～11:00 
    長澤会長・青木・大村・岡田・高木・藤田　 
    計6名 
・11/01-02 
    京都部部会　DBC交流　ホスト京都クラブ　 
    15:00～ 
    会場　京都ホテルオークラ 
    長澤会長・青木・小野・藤田・日吉・石川　 
    計6名 
・11/03  農園作業　大根の収穫と草取り　9:00から 
    長澤会長・青木・大村・小野・松田・高木 
    藤田・日吉・鈴木　計9名 
・11/04  第五回役員会　19:00～　 
    出席義務者9名中6名参加 

【今後のスケジュール】 
・11/08   市民すこやかふれあい祭り　 
    8:30～　三島北小学校 
    長澤会長・岡田・小野・日吉・渡邉　計5名 
・11/17   11月三島クラブ例会 
    アモール・エテルノ・リオ 
・11/22  伊東クラブ40周年記念例会　 
    暖香園ボウル・ホテル 
    受付13:00～　登録費10,000円 
    長澤会長・石川・小野・鈴木・青木 
    藤田 
    計6名 
・11/28   東日本区メネットのつどい 
    ハートピア熱海・MOA美術館 
    登録費　5,000円　参加予定者　大村メネット　 
    計1名 
・12/01  第一回YMCA東山荘100年募金 
    チャリティゴルフ大会 
    8:00～　 
    富士カントリークラブ　参加費15,000円 
     

野菜が立派に育ちました。  
　　　　　　　　　　　　　　　松田　健清 

11月3日(文化の日)晴天に恵まれ人参と大根の収穫が
行われました。 
7月20日の種蒔きと8月31日の大根の種蒔き、いずれ
も少人数での作業で大変でしたが整地から肥料の散布、
種蒔きの指導を宮沢さんから受け行なうことが出来まし
た。収穫ができるのも事前の作業あっての賜物です。 
大雨で大根畑に大きな水路も出来ましたが立派に成長
していました。 
恵明学園さんに野菜を贈る様になっていますが沢山あ
りますので他にあげたい施設等が有りましたら申し出て
ください。特に大根を早めに・・・ 
また、クラブの資金の足しになるかも知れませんが、
販路を探してきてください。販売も可能です。 
出席者:　鈴木、大村、藤田、日吉、青木、長澤、松
田 

第20回京都部部会に行ってまいりました。  
　　　　　　　　　　　　　長澤　禎文会長 

11月1日（日）京都部の第20回京都部会に青木、小
野、藤田、日吉、石川、長澤の6名で参加してまいり
ました。 
京都部は全１８クラブの大所帯で、特に今回のホス
トクラブであり三島クラブとのDBCを締結している京
都クラブは、まもなく70年になる歴史を持つクラブで
す。今年度の会員数は33名を数えます。 
さて、第20回京都部部会ですが、参加者が非常に多
く、会場となったホテルオークラのパーティールーム
もいっぱいの大盛況でした。参加者を正確に把握でき
ませんでしたが、300人ほどあったかと思います。33
歳の合田会長の次代の風を感じる挨拶にも清々しさを
感じました。 

　2次会には新井ワイズのお店に席を取っていただき、
京都クラブの方々とそして十勝クラブの方も参加され、
カラオケの楽しい夜となりました。 
明けて翌日、昼過ぎまで京都観光をして三島に戻り
ましたが、京都御所の一般公開にも立ち寄る事ができ、
限られた時間の中で楽しんだ京都の旅でした。 


