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Record of April. 

Happy Birthday 

なし


HappyAnniversary 

05/11 大村俊之夫妻 
05/15 渡邉近子夫妻　


Emphasize Month 

JEF 
（東日本区ワイズ基金）


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.May 2016 No.464　

【2016年4月三島クラブ例会報告】  
　　　　　　　　　　　　　　　青木　利治 

　今日（４月１９日）の例会は、「足もみ」による健康講
座であります。 
これは一年前より沼津クラブの渡邉実帆にお願いしました。
今回の例会にて 
やっと実現しました。水野さん・石井さん・三宮さんの三
人も講師に来てくれました。足もみは体のために良いと判っ
ていましたが、なかなか「足もみ」のやり方がわからず、
自己流で足もみをやっていました。今日の例会にて正しい
やり方を知ることができました。足をもむと気持ちよいで
す。健康の体になるよう実践したいと思いました。三日坊
主にならないようにしたいものです。熊本の大震災の中、
エコノミー症候群が話題になり、その対処法を教わる事が
出来ました。今回の「足もみ」健康法は「若石（じゃくせ
き）足もみ健康法」というもので、スイスで考案されたと
聞き少し驚きましたが東洋医学が原点と聞き納得しました。
メンバー全員、靴下をぬぎ裸足になって直接足を揉んでい
ただき気持ちよかったです。裸足になってリラックスして、

なごやかな楽し
い例会でした。
入会予定の伊藤
舒秋さんも途中
参加してくれ、
一緒に楽しんで
くれました。こ
れからも楽しい
例会を企画した

いものです。 
　今日の例会に出席できず佐久間ワイズが熊本に震災の援
助に向かいました。入会予定の光永さんも熊本に行ってい
ます。我々も二人の応援と震災に苦しんでいる熊本の皆さ
んを応援したいと思っています。 
　例会後、臨時総会がありまして、次期の役員が決まりま
した。三島クラブは人数が少ないです全員で岡田次期会長
を手助けしましょう。 

2016年5月　三島ワイズメンズクラブ例会 

■日　　　　　　　時 ：2016年5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 ：青木　利治Y’s 
■開会点鐘 ：長澤　禎文会長 
■開会挨拶 ：石川　敏也書記 
■ワイズソング ：一同 
■ワイズの信条 ：日吉　和代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 ：親睦委員会 
■食前の感謝 ：小野　和昭Y’s 
■会　　　食 ： 
■卓　　　話 ：「更生を目指す少年の背中を押す」 
　　　　　　　三島地区保護司会　会長　瓜島義典様（受法寺　住職） 
■熊本震災報告 ：佐久間眞人Y’s／光永尚生様 
■書記報告 ：石川　敏也書記 
■委員会報告 ：各委員会 
■ｽﾏｲﾙ・出席率報告 ：プロドラ委員会 
■閉会挨拶 ：佐久間眞人Y's 
■閉会点鐘 ：長澤　禎文会長 

※例会報告は大村俊之Y’s

在籍者 13名

出席者 11名

出席率 85%

メーキャップ 0名

修正出席率 85%

ゲスト 4名

ビジター 1名

メネット 0名

コメット 0名

総出席者数 16名

スマイル 0

スマイル累計 76,805

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　「主は常にあなたを導き焼けつく地であなたの渇きをいやし、骨に力を与えてくださる。あなたは潤された園、水の涸れない泉となる」（イザヤ書58章11節）
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＜農園＞ 5月15日　さつまいも植え付け  

 
From Committee. 
＜4月25日は国際マラリア・デイです＞ 

国際交流事業では今期の重点施策としまして、皆さまからロールバックマラリア
（RBM）へ献金のご協力をお願いして参りました。御蔭さまで、東日本区では60万
円を超える多くのご支援を戴きました。本当にありがとうございました。 
殺虫蚊帳に換算しますと、およそ７５０張となります。この数字は国際の目標（※）
の１％に値します。 
国際ワイズが5年間（2010年-2015年）の活動としてロールバックマラリアの目標は
65000張（5年間）でした。（5年の活動期間は更に3年延長されております。） 
今期中に今後のロールバックマラリア活動をより拡げていただく為に各部へ1張りず
つ蚊帳の見本を配布させて頂きます。今後ともご協力の程、何卒宜しくお願い申し上
げます。 
　ワイズメンズクラブ東日本区　国際・交流事業主任　柳澤　岳 

＜石巻広域ワイズメンズクラブがチャーターします。＞ 

いつもワイズ発展のため、ご協力いただきありがとうございます。 
すでにご承知のことと存じますが、4/2（土）石巻グランドホテルに於きまして東日
本区61番目のクラブとなります、石巻広域ワイズメンズクラブの設立総会がチャーター
メンバー21名で開催され、ワイズメンズクラブ国際協会に加盟申請をいたしました。 

5年前の東日本大震災で甚大な被害をこうむった石巻市を中心に、仙台地区のワイズ・
YMCAの方々そして、全国のワイズの皆様によるボランティア活動の中から、石巻広
域ワイズメンズクラブが誕生しました。そして、ほとんどの会員は被災を経験された
方々です。 

ぜひ、ワイズメンとして絶大なご支援、ご協力をお願いいたします。チャーターナイ
トは5/28（土）に予定されています。我々の仲間としてお迎えいたしますチャーター
ナイトに、多くの会員皆様にご参加いただけますよう各部部長、クラブ会長より、お
声かけいただけますようお願いいたします。 

2015-16年度東日本区理事　渡辺 隆（甲府クラブ） 

Officers meeting Report. 
H28.4.26(火)　5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・相川会報委員長・鈴木農
園委員長(出席義務者9名・出席者8名) 
欠席　岡田副会長 
【報告事項】 
・04/07　熱海YMCA理事運営委員会　青木・鈴木　1名 
・04/16　次期富士山部役員会　ニューウェルサンピア沼津 
　　　　　青木　1名 
・04/19　三島クラブ例会（別掲） 
・04/25　だがしや楽校運営委員会パッパトリア2F 
　　　　　青木・岡田・鈴木　計3名　 
・04/26　第10回役員会　19:00～　8名（上記別掲） 

【今後のスケジュール】 
・05/05　恵明学園児童部不二見地蔵様のお祭り　青木1名　　 
・05/14　熱海YMCA総会　13:00～　青木・鈴木　2名 
・05/15　農園作業　8:30～ 
・05/17　三島クラブ例会 
・05/22　第3回富士山部役員会・評議会　富士ロゼシアター 
　　　　　　受　付　12:00～ 
　　　　　　役員会　13:00～　評議会　14:30～ 
　　　　　　長澤会長・石川書記・渡邉会計 
　　　　　富士山部次期役員研修会　15:15～ 
　　　　　　岡田次期会長・藤田次期A副会長 
　　　　　　長澤・石川・渡邉・鈴木・大村・青木・相川 
・05/28　御殿場クラブ20周年記念例会前夜祭 
　　　　　大村・鈴木・日吉・藤田・渡邉　　5名 
・05/28　御殿場クラブ20周年記念例会 
　　　　　長澤・青木・大村・小野・鈴木・日吉・藤田・ 
　　　　　渡邉・石川　　9名 
・06/04　第19回東日本区大会 
　　　　　　長野市若里市民文化ホール 
　　　　　　受付　10:00～ 
　　　　　　長澤会長・青木・鈴木・日吉・藤田・渡邉・石川 
　　　　　　大村メネット（日帰り） 
【協議事項】 
＜会長・書記＞ 
・東日本区奈良傳賞該当者推薦について検討 
・第19回東日本区大会 
　　交通手段及び宿泊ホテルについて 
　　会場に12:00集合　電車組は青木Ysまとめ。 
・東日本区ユース事業表彰対象について　プルタブ収集 
　　優秀賞該当なし 
・CS写真コンテスト作品募集中　4月末締め切り 
　　3点応募　撮影青木 
・今期委員会の事業報告書及び次期委員会の事業計画書提出 
　　5月末までに提出　来月の役員会で承認予定 
＜会計＞ 清算がある場合は早めにお願いします。 
＜CS・BF＞ 恵明学園児童部不二見地蔵様お祭り 
＜EMC・YMCA＞ 入会予定　光永様・伊藤様　7月入会予定 
　　　他に小野ワイズより紹介者あり 
＜プログラムドライバー＞ 4月スマイルは熊本への寄付 
＜IBC・DBC＞ 釡山FCの現状を京都クラブから連絡待ち 
＜親睦＞ 親睦会（ご苦労さん会）6月に開催／ギャベル交換
及び感謝盾用意（次期書記） 

Kumamoto Report. 山中湖センター主任主事佐久間眞人 

熊本YMCA御船町スポーツセンター避難所派遣
2016.4.20-27 

2016年4月14、16
日に震度7クラスの
地震が起こり、大変
な被害が出ています。
熊本YMCAは益城町
総合運動公園、御船
町スポーツセンター
の2か所を指定管理
者として運営しており、その流れで益城は1500名（メ
ディアに数多く登場）、御船町は200名のサイズの避
難所を運営しています。 
　今回の災害は、阪神淡路大震災の都市型直下型地震
に似ている所が多く、死者は49名（阪神淡路は7000
名弱）でしたが、建物の被害は神戸以上に請われてい
る地域も限定的にあります。 
　2つの避難所運営は、YMCAにとって初めての経験
でしたが、「住民の自立に寄り添う避難所運営」をテー
マに掲げ、笑顔を忘れることなく、住民の方も巻き込
んで一緒に運営するスタイルでとても高い評価を頂い
ています。益城町は全国YMCA、御船町は東京YMCA
が6月の末まで引き続き、応援をしてまいります。

　＜熊本地震支援募金のお願い＞ 
去る4月14日に発生しました、熊本地方を震源とする地震
は、未だに余震が続き予断を許さない状況です。被災され
た多くの皆様に、こころよりお見舞い申し上げます。日本
YMCA同盟及び西日本区からの情報によりますと、熊本
YMCAの施設も被害を受け、また熊本YMCAが指定管理
をしている益城町の益城総合運動公園・体育館は避難所に
なっており、YMCAの職員が懸命な支援活動に携わってお
ります。熊本のワイズメンも家屋の損壊等で避難活動を強
いられております。東日本区としては、日本YMCA同盟、
西日本区とも情報を共有しながら支援募金活動を行うこ
とに致しました。各メンバー、各クラブ、各部が一体となっ
て支援活動にご協力賜りますよう、お願い申し上げます。 
支援活動が長期化することが予想されることから、期限
を設けませんが、一時的に今年度末（6/30）で一旦集計
したいと思います。　 

＜JEF（東日本区ワイズ基金）ニュース＞ 
熊本地震の支援金として100万円の拠出要請が渡辺理事か
らあり、JFE委員会として承認しました。 

（理事通信Vol.11より抜粋） 

避難生活に役に立つ情報満載のイラスト(twitterより転載)


