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「私たちの未来は、今日から始まる」　  Joan Wilson
「ワイズ運動を尊重しよう」　      Tung Ming Hsiao

「明日に向かって、今日動こう」　    利根川 恵子
「富士山のように大きな心で奉仕をしよう」  増田 隆
「出会いと絆に感謝しよう」　        岡田 美喜子
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わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合いなさい。（ヨハネによる福音書13章34節） 

2016年11月 三島ワイズメンズクラブ例会

11月例会　　　　　　　　　　　　　　　　　  
■日　時：2016年11月15日(火) 18:30〜
■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
■点　　鍾：▶岡田 美喜子会長
■開会の挨拶：▶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：▶渡邉 近子Y’s
■会長挨拶：▶岡田 美喜子会長
■ゲスト・ビジター紹介：▶岡田 美喜子会長
■誕生日・結婚記念日祝：▶親睦委員会
■食前の感謝：▶大村 俊之Y’s
■会　　食

■卓　　話：▶「口と全身のつながりを考える 
　　　　　　　噛むことの効用」
　　　　　　　講師：歯科衛生士 坂倉 園美 氏
■書記報告：▶相川 毅書記
■委員会報告：▶各担当委員会
■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：▶杉村 勝巳Y’s
■点　　鐘：▶岡田 美喜子会長

該当者なし11/1 大村M・/2 鈴木M

・/25 佐藤M

10月例会報告　

会報・広報委員長　石川 敏也

　10月の例会（10月18日）は、欠席者が2名出るも1名
のメーキャップで出席率92％を達成。少ないながらも
いい感じで例会が行われています。
　10月の卓話は、三島市まちづくり補助事業として三
島こども食堂を運営されている高橋麻子氏による「こ
ども食堂から見えた家族の食卓と絆」。
　「こども食堂は全国に広がる活動で、元々は貧困対
策や孤食対策でしたが、私は、子ども達のホッと出来
るあったかい居場所となればいいなと考えています」
と語る高橋氏は、子どものこととなると話が止まらず
延々と話し続けてしまう素敵な方でした。三島クラブ
では、少しでもお役に立てればと、農園の野菜を寄付し
たりして応援していくことを約束しました。
　今月は、例会の後に親睦委員会による杉村・光永新入
会員の歓迎会。やむなく帰られたメンバーもいますが、
親睦委員会の日吉Y's、藤田Y'sをはじめ、岡田会長、大村
Y's、小野Y's、渡邉Y's、石川の計9名の参加によるにぎや
かな宴会となりました。
　今回の新人は、物腰の柔らかな語り口調の杉村Y'sと
兎に角、YMCAの経験が豊富で行動力もナンバーワンの

光永Y'sですから、最初からテンション高めのお話合戦。
お二人の話を伺っていると、ホント、三島クラブの前途
に光が差し込んでくるようです。で、まぁ、その内お酒
も回って、最後はみんなでカラオケ大会。久しぶりにお
邪魔した広い店内の「一江」で、一人も乗り遅れること
なく、所狭しと歌いまくりました。今の三島クラブ、少
数なれど、この団結力さえあれば何とかなるんじゃな
いかと希望を新たにした歓迎会でありました。是非毎
月でも歓迎会をやりたいものです。

三島こども食堂（三島市まちづくり補助事業）
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みはらしフェスティバル参加報告

会長　岡田 美喜子

　10月16日、社会福祉法人見晴学園で開催された
「みはらしフェスティバル」に藤田ワイズと共にお
招きいただきました。
 見晴学園は、知的障がいの方々が地域生活を実現
できるようにサポートをする障害者支援施設で
す。
　フェスティバル当日は天候に恵まれ、利用者さ
んのご家族もたくさん参加されていました。
　三島クラブでは、年2回施設の掃除等のボラン
ティア活動で見晴学園に伺っていますが、みはら
しフェスティバルには、ご寄附という形で参加を
しています。
 開会式は、当施設の理事長である大村ワイズのご
挨拶で開会し、私たちは来賓としてご紹介いただ
きました。
　会場は、中庭広場に企業や団体の模擬店が並び、
ステージでは知徳高校のチアリーダーによるパ
フォーマンスや、みはらしの里・みはらしの丘の利
用者さんによる発表がありました。利用者さんは、
みなさんノリノリで楽器演奏等を披露してくれま
した。また、見晴学園の利用者さんと職員の方々で
構成されているグループ「げんき玉」は、今年もト
ンガトンと言う竹筒の楽器とジャンベを使ってオ
リジナルの曲を演奏してくれました。この演奏は
大変すばらしく、三島市の大通りまつりや各種イ
ベントで披露され、三島市ではおなじみのグルー
プです。
　そのほか絵画展示コーナーもあり、何ヶ月もか
かって作成したという貼り絵や絵画が展示されて
いました。来場者が気に入った作品に投票するシ
ステムになっていますが、甲乙付けがたいすばら
しい作品ばかりで、毎年大変迷うところです。
　今回も、大変多くのボランティアの方々が「みは
らしフェスティバル」を支えていました。三島クラ
ブとしても、引き続きさまざまな形で支援してい
きたいと思います。

街中だがしや楽校 参加のお礼

街中だがしや楽校運営協議会実行委員長　岡田 美喜子

　第9回街中だがしや楽校を8月21日に開催しま
したところ、子どもたちとのふれあいを通した「地
域の教育力向上」という趣旨にご賛同頂き、今年も
ワークショップを出展くださり誠にありがとうご
ざいました。お陰さまで、天候にも恵まれ事故もな
く、大盛況のうちに事業を終了することができま
した。
　毎年「だがしや楽校」を楽しみにしている子ども
たちも多く、今年の来場者数は6750人でありまし
た。歴史ある三嶋大社の鎮守の森に、子どもたちの
笑顔があふれ、自信に満ちた表情は大変印象的で
した。
　三島ワイズメンズクラブのみなさまには、開催
当日はもとより、3月から開催された運営協議会に
も毎回ご参加頂き、貴重なご意見をいただきまし
たことに重ねてお礼申し上げます。
　この事業も、来年10周年を迎えます。引き続き、
街中だがしや楽校運営協議会にご支援ご協力を賜
りますようお願い申し上げます。

沼津ワイズメンズクラブ創立 50 周年記念例会

　平成29年2月18日（土）の11:00より、ニュー
ウェルサンピア沼津にてスポンサークラブであ
る沼津ワイズメンズクラブの「創立50周年記念例
会」が開催されます。すでに案内が届いていると思
いますが、ぜひ皆さま奮ってご参加の程よろしく
お願いいたします。
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ワイズ農園さつま芋収穫の報告

EMC/YMCA委員長　大村 俊之

　10月29日（土）8時より農園の「さつま芋」の収穫
作業に参加しました。当日は、雨の天気予報でした
が幸い曇りで風もなく作業しやすいコンデション
に恵まれました。ワイズ会員6名と特別参加の恵明
学園の子ども達6名（女児5名男児1名）と付き添い
1名（杉村ワイズの代り）、マゴメット1名、メネッ
ト1名の計15名でさつま芋堀をした後、「お土産の
キャベツ」の収穫もしました。さつま芋は予想より
収穫量が少なかったですが、子ども達は大きなさ
つま芋を掘りだすたびに歓声をあげ収穫体験を楽
しんでいる様子に、青少年の健全育成の事業とし
ての目的に叶っているとの実感を得ました。恵明
学園には、キャベツとコンテナにいっぱいのさつ
ま芋を提供しました。鈴木農園長が前日、雨の中で
芋蔓の刈り取りやマルチの整理などの準備をして
おいてくれたおかげで大変手際よく作業が進み、
収穫した芋の大きさなどの仕分けも含めて10時
には作業を終えました。
　天候不順で危惧していた人参や大根、キャベツ
の生育はいずれも良好で、11月13日開催される
‘市民すこやかふれあい祭り’でのバザーに予定通
り出品できることが確認出来ました。農園指導者
の宮沢県議も見に来て下さり、バザー用のさつま
芋を預かっていただきました。出品用の人参、キャ
ベツ、大根の収穫は9日（水）午後に行うことになり
ました。
参加者：恵明学園6+１名、鈴木、藤田、藤田孫メッ
ト、日吉、渡邉、小野、大村、大村メネット

「YMCAのことを楽しく、みんなで学んでみませんか」⑤　　東日本区連絡主事　光永　尚生
YMCAの社会的働きの広がり
　　　　　　　　～グループワークという原点～
　今回は、YMCAの社会的広がりの中で、グルーブワー
クの観点から述べさせていただきます。私たちのYMCA
活動はキャンプ、水泳、体操、英会話、専門学校など多
岐にわたる事業を展開してきました。現在では、公益
財団法人、社会福祉法人、学校法人、NPO法人などの
法人格を有するYMCAも多く、事業面に目が行きがち
です。その中で、一つひとつの事業に生きている大切
な考え方があるのをご存知でしょうか。それは、ずば
り「グルーブワーク」という概念です。この考え方は、
ジョン・デューイというアメリカの教育学者の唱えた

「Learning　By　Doing」為すことによって学ぶ。という
考え方が基本となっています。たとえとしては、以下の
ようなことを私たちは先輩や先達から学び、受け継い
できました。
　① バケツ②汚れたジャガイモ③二本の棒④バケツに
入れる水
　これを準備して、バケツに水を入れ、その中に汚れた
ジャガイモを投げ込み、二本の棒を差し込んで混ぜて
いきます。次第に、汚れたジャガイモが、水の中で二本
の棒によって混ぜられたら、水が汚れていきますが、
ジャガイモ同士がぶつかりあううちに、不思議とジャ
ガイモが綺麗になっていき、最後はピカピカのジャガ
イモになるわけです。このとき、以下のように置き換え
てみます。

　① は施設という器②は特に子供や人間同士③は教育
育的配慮が為されたプログラム④はプログラムを実施
するYMCAのスピリットまたは、リーダーシップのよう
にたとえられます。この時に起こる葛藤が、ジャガイモ
=人を磨き、育て変容させていくいう考え方です。
　私たちのYMCAが、社会教育団体として、学校教育、家
庭教育と共になくてはならない存在であることの意味
性は、このようなYMCAモデルとして考えられてきまし
た。これこそ、グルーブワークとして私たちに受け告げ
られてきたYMCAの大切なスピリットではないでしょ
うか。これからの時代も社会に大きな変革をもたらす
ものは、YMCAが備えている多くの専門性に加えてお互
いの人間性を高めあう、「グルーブダイナミクス」かも
しれません。

75日間研修する全国YMCAステップ研修生

恵明学園の子ども達もお手伝いしてくれました。



TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 強い義務感を持とう 義務はすべての権利に従う

○ 出席率100％に挑戦！メーキャップをわすれずに！

2016年11月 第5回 役員会議事録

日　　時：2016年11月1日（火）19:00〜21:00
場　　所：大村ワイズ邸
出席数：9名中8名（岡田会長/藤田A副会長/石川B副会長・会報広
報/相川書記/青木会計・IBC・DBC/大村EMC・YMCA/渡邉プロドラ
/日吉親睦）
報告事項
■10/04（火） 第三回役員会＠大村様邸　岡田会長／藤田／石川／
　相川／鈴木／大村／青木／日吉　義務者8名　光永　合計9名
■10/09（日） YMCA東山荘本館献堂式　藤田／大村／青木／杉村／
　光永5名
■10/10（月） 伊東クラブ例会　青木　1名
■10/15（土） 東山荘清掃ボランティア 藤田／渡邉／鈴木／光永4名
■10/16（日） 見晴フェスティバル　岡田会長／藤田／大村3名
■10/17（月） 市民すこやかふれあいまつり実行委員会 岡田会長1名
■10/18（火） 三島クラブ10月度例会＠アモールエテルノリオ　
　SMILE 10,000円（累計：30,900円）　岡田会長／藤田A副会長／石
　川B副会長／相川／小野／大村／鈴木／日吉／渡邉／杉村／光永　
　出席者11名、ゲスト1名、出席率85% メーキャップ青木1名　修正
　出席率92％
■10/18（火） 光永Ysと杉村Ysの歓迎会開催＠一江　光永／杉村／
　岡田会長／藤田／渡邉／石川／大村／小野／日吉9名
■10/25（火） 市民すこやかふれあいまつり実行委員会　鈴木1名
■10/27（木） 三島クラブ40周年準備委員会＠相川事務所　石川委
　員長／藤田／渡邉／青木／相川5名
■10/29（土） 農園作業　さつまいも堀り他　藤田／渡邉／大村／
　日吉／小野／鈴木6名　藤田Ysマゴメット／大村メネット／恵明
　学園　職員1名、子供6名　計15名
今後のスケジュール
■11/01（火） 役員会＠大村邸
■11/07（月） 40周年準備委員会　会場下見調査　14:00〜
■11/08（火）- 09（水） 沼津クラブ姉妹京都訪問　杉村1名
■11/09（水） 市民すこやかふれあいまつり　10時買い出し、13
　時農園野菜収穫、出品準備
■11/13（日） 三島市民すこやかふれあいまつり＠市民体育会　
　8：30集合
■11/15（火） 11月度例会（例会後　荷物整理作業）
■11/22（火） 19:00〜40周年準備委員会＠相川事務所
■11/25（金） 三島市長表敬訪問 9:00〜　ふれあいまつり売上寄
　付／40周年記念の案内及び依頼等　岡田会長／鈴木CS委員長
　／石川／青木／藤田／渡邉／相川／日吉　8名予定
■11/26（土） 東日本区メネットのつどい（東京）　（メネット宛
　FAXにてお知らせ送付）　参加予定者（大村メネット）
協議事項（岡田会長/相川書記）
■議題：富士山部事業主査（国際交流）輩出の件　当クラブとしては、
辞退を申し出たが、次期富士山部は理事輩出年度であり、すべてのク
ラブに役員／主査をお願いしている関係上必ず輩出してください
とのことで、再検討したい。▶結論：例会にて全メンバーで打ち合わ
せの上、調整したい。
■議題：リオ閉館に伴う今後の例会場検討の件▶結論：12月は恵明
学園、1月は沼津主催の合同例会、2月はTOF例会のため、実質3月以
降の例会場を検討。候補選定の上、早めに調整する。
会計（青木会計）
■議題：会費納入状況等▶結論：変化なし
CS・BF委員会（鈴木委員長）
■報告：市民すこやかふれあいまつり関係　11/9 10:00〜買い出し　
13:00〜　農園野菜収穫及び出品準備　11/13 8:30〜すこやかふれ
あいまつり準備、相川トラック準備
EMC・YMCA委員会（大村委員長）
■議題：会員勧誘の促進について▶結論：例会にいろいろな候補者を
連れてきてください。小野Ys他予定あり。
IBC・DBC委員会（青木委員長）
■議題：IBC訪問（京都クラブと同行）予定について▶結論：今回は、三
島クラブとしては不参加
プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
■議題：11月例会プログラム検討▶結論：プログラム承認

親睦委員会（日吉委員長）
■議題：12月クリスマス例会について▶結論：12/25（日）15:00〜
18:00に、恵明学園にて開催で決定。当日のケーキ用意等　準備、進
行は、親睦委員会にて検討。
■報告：誕生日　11/01 大村知子メネ・11/02 鈴木マサ子メネ・
11/25 佐藤美弥子メネ　結婚記念日　なし
会報広報委員会（石川委員長）
■議題：原稿依頼▶結論：例会報告：鈴木　連載YMCA：光永　その
他：見晴フェスティバル／だがしや楽校／農園作業
メネット委員会（大村委員長）
■議題：今期プロジェクトへのメネット献金について（東日本区とし
ては@200円）▶結論：今期は、委員会から費用負担し献金を実施。来
期以降は予算化を希望
40周年準備委員会（石川委員長）
■報告：第3回40周年準備委員会 日時：10月27日（木）19:00〜21:00
場所：相川ワイズ事務所メンバー（準備委員長：石川敏也、副準備委員
長・会計：相川毅、書記：渡邉近子、記念事業担当：青木利治、次期会長：
藤田小夜子 計5名）
●会場の件｜候補地について、一度調査が必要。日程調整の上準備委
　員会で調査検討する。（11/7　14:00〜見学）
●市長への表敬訪問及び趣意書の提出｜11/25 9:00から対応
●横断幕（ウォーク）｜しっかりとしたものを作って、継続事業化を
　検討
●ユニフォーム｜検討中、見積徴収（八木繊維）対応中
●次回準備委員会は11月22日開催予定

在籍者 13名 メネット 0名

出席者 11名 ゲスト 1名

出席率 85％ ビジター 0名

メーキャップ 1名 スマイル 10,000円

修正出席率 92％ スマイル累計 30,900円

総出席数 12名 プルタブ 0g

皆さん、誕生日おめでとうございます♡

富士山部より表彰盾をいただきました！


