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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

会　長　岡田 美喜子　副会長　A:藤田小夜子 B:石川 敏也
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今は主に結ばれて、光となっています。  （エフェソの信徒への手紙 5章8節） 

2017年3月 三島ワイズメンズクラブ例会

3月 例会　　　　　　　　　　　　　　　　　  
■日　時：2017年3月21日(火) 18:30〜
■場　所：レストランじゅん（三島市芝本町11-29）
■受　付：日吉 和代Y’s
■司　会：小野 和昭Y’s
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■開会　点鍾：▶岡田 美喜子会長
■開会の挨拶：▶鈴木 忠雄Y’s
■ワイズソング斉唱：▶出席者一同
■ワイズの信条：▶大村 俊之Y’s
■会長　挨拶：▶岡田 美喜子会会長
■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：▶青木 利治Y’s
■会　　　食

■卓　　　話：▶
　　　「音楽の生活～健康！歌声クラブ～」
　　　みどり音楽工房 代表 田中 みどり氏
■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：▶石川 敏也Y’s
■点　　　鐘：▶岡田 美喜子会長

3/11 岡田夫妻
3/12 杉村夫妻

3/6 小野メネット
3/18 青木メネット

2 月の例会報告〜TOF 例会　

A 副会長　藤田 小夜子

　去る2 月21 日（火）。今月は大村ワイズ、メネット
様の計らいで、大村宅のお座敷を、TOF 例会に開放し
ていただき、大変有意義な時を過ごさせて頂きまし
た。
　前々日19 日（日）に大村ワイズ、大村メネット、杉
村ワイズ、藤田でワイズ農園で収穫した野菜を、お米
を青木ワイズ、材料の買い出しを渡辺ワイズ、皆さん
に好評のお漬物は、日吉ワイズと藤田。炊飯器、お鍋、
フライパン、包丁、まな板等々調理器具、だし、調味料
等、大村宅におんぶにだっこ。
　3:00 ～大村メネッット、相川メネット、日吉ワイ
ズ、渡辺ワイズ、そして藤田の5 人でTOF 例会の、メ
インイベントの食事の支度にとりかかりました。お
米を研ぐ人、野菜の皮をむく人、刻む人、そぼろを作
る人、ご飯が炊きあがればお酢の按配がとても上手
に出来上がり、先日のメネット会の料理教室の再現
を見ているような時間でした。和気あいあいの中で
いつの間にかおいしそうな、（手前みそかもしれませ

んが、本当においしかった）「特性ワイズちらし寿司」
が出来上がった時は5:30 を回っていました。皆さん
の手際の良さにはいつも感心します。そして相川メ
ネット様、大村メネット様には、特に感謝、感謝です。
　いよいよ6:30 ～の例会スタート。岡田会長が議会
で遅れるとのことで点鐘、開会のあいさつ等着々と
進み、沼津クラブのドライバー委員長、泉ワイズ（国
際交流事業主査）をゲストに迎えての、久し振りのて
作り食事を頂き、スマイルタイムも久し振りの1 人
一言卓話も皆さんの声が届いてよかったですね。泉
ワイズからも、沼津50 周年参加、ロールバックマラ
リヤの献金、古切手の協力等のお礼の言葉をいただ
きました。三島クラブの40 周年について、不安があ
る旨を話すと「自分も終わるまで不安だったよ」と
いっておられました。
　スマイルタイムも終わり、臨時総会が8:30 ～でし
たが、岡田会長を待って10 分ほどいましたが間に合
わず、臨機応変に会を開き、議題、次第に沿って進み
慎重に審議されて会が閉じられました。皆さんお疲
れさまでした。
　今日の会の献金が有意義に使われることを願って
います。　　　　　　　　　※写真は次頁に掲載▶
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「第1 回富士箱根伊豆ペタンク大会」に参加して

会長　岡田 美喜子

　2 月12 日（日）三島市南二日町グラウンドにおいて、三
島市体育協会主催の「第１回富士箱根伊豆ペタンク大会」
が開催され、参加してきました。

　このペタンク大会は、三
島市や私の所属する日本
ペタンク・ブール連盟とも
共催して開催され、開会式
には豊岡三島市長をはじ
め近隣市町の多くの議員
の方々が参加されていま
した。
　競技には、小学生から90

歳の方まで96 チーム（1 チーム2 ～3 人）が参加し、ペタ
ンク教室には4 団体が参加しました。
　ペタンクとは、1907 年考案されたフランス発祥の球技
です。ペタンクという名称は、南フランス・プロヴァンスの
方言「ピエ・タンケ（両足を揃えて）」に由来するといわ
れています。テラン（コート）上に描いたサークルを基点
として、木製のビュット（目標球）に金属製のブール（ボー
ル）を投げ合って、相手より近づけることで得点を競うス
ポーツです。
　私は、5 年ほど前に「日本ペタンク・ブール連合」のC 級
審判員の資格を取得し、その後「日本ペタンク・ブール連
盟」に組織換えしたことに伴い、昨年C 級審判員の資格を
取り直しました。
　競技は、ルールも簡単で、老若男女、年齢や障がいにかか

わらず、誰でも気軽にすぐに試合ができます。フランスの
競技人口は600 万人を超え、世界大会もあり、世界的にも
競技人口が増えています。また、俳優の木村拓哉さん主演
の「HERO（ヒーロー）」の劇中でも「ペタンク」は重要なキー
アイテムで事件の解決に一役買っていました。
　さて、大会当日は晴天に
恵まれ、富士山も雪を頂
き、大変美しいロケーショ
ンのもとで開催されまし
た。私のチームは予選3 試
合に出場し、予選敗退とは
いえ、友人の初心者2 人と
チームを組んでの1 勝2 敗
の成績は上出来であった
と思います。対戦チームは、高齢者2 人組み・県外から参加
したアスリート・飛龍高校の高校生という具合に3 チーム
とも個性的で、ペタンクは競技をする中で相手チームとも
コミュニケーションを取りながら進めていくスポーツな
ので、大変楽しい大会でした。
　参加賞として箱根西麓野菜のブロッコリーが配られ大
変好評でした。
　優勝は神奈川のチームでした。誰でもすぐにできる
ニュースポーツですが、競技は奥が深く、技や戦術もあり
ます。
　競技終了後、私のことを主催者側と知らない高校生チー
ムが、「次も絶対参加してね。それまで練習してくるから対
戦しようね。」と声を掛けてくれました。
　大会で審判をしていると、競技に出場できないので、本
当に久しぶりのペタンクで楽しい一日となりました。
　ペタンクは生涯スポーツです。多くのみなさんに体験し
ていただき、今後も普及活動に努めていきたいと思いま
す。

沼津クラブ創立50 周年記念例会参加報告

EMC・YMCA 委員長　大村 俊之

　2 月18 日( 土)11 時より沼津クラブ例会場ニューウエル
サンピア沼津にて創立50 周年記念例会が行われました。
三島クラブからはメンバー11 名とメネット1 名合計12
名が参加し、親クラブの慶事に対して祝意を表しました。
当日は沼津クラブ創立に関わった親クラブである熱海ク
ラブ、東京クラブやここまで友好を培ってきた富士山部は
じめ東日本区の多くワイズメンクラブの方々、そして沼津
市議会議長、利根川理事をはじめ多数の来賓、IBC 締結の
彦根クラブ、京都トップスクラブ等総勢160 名余の参加者
で盛会でした。
　第1 部の記念式典では来賓の挨拶、杉谷美佐さんの入会
式に次いで、記念事業の留学生スピーチコンテストの優勝
者・2 位の沼津高専学生の表彰とスピーチがあり、来日1
年目とは思えぬほどの流暢な日本語でのスピーチが披露
されました。

TOFで女性メンバー・メネットが大活躍！
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　 第 二 部 で は 山 梨
YMCA 理事長の大沢
英 二 氏 が「YMCA と
ワイズメンズクラブ」
とのテーマで講話さ
れ、江原素六との関わ
りなど沼津に馴染み
のある名前やことが
らを話題にされまし
た。講演後に芝生にて

記念撮影をし、13 時からの懇親会場に戻りました
　第3 部の懇親会では、スポンサークラブ、ＤＢＣクラブ
の祝辞、中田ワイズによる乾杯により会食となりました。
この席上で、沼津クラブ設立準備から関わってきたチャー
ターメンバー2 名( 中田成ワイズと大村俊之) に功労者
として感謝の盾が贈られました。
チャーターメンバーの生き残りは、
この2 名だけになってしまいまし
た。あらためて私にとって、メネッ
トと共に50 年間ワイズメンズ活動
を続けられたことそしてこの記念
例会に元気で揃って（併せてコメッ
トだった息子が沼津クラブの現メ
ンバーとしてメネットと共に）出席
できたことは大変うれしいことで
した。沼津クラブは設立以来困難な
時期を乗り越え、独特なクラブスタ
イルで50 年間地道な活動を積み重
ね、東日本区でもその存在感を創り
上げてきたことにチャーターメン
バーだった私としてはあらためて
当時の様々な事を思い出し感概深
い式典でした。50 年後の100 周年
には参加出来ないが、沼津クラブな
らではの活動が続くように・・・と
祈りながら会場を後にしました。
参加者；岡田、相川、青木、石川、大
村、大村Ｍ、小野、杉村、鈴木、日吉、
藤田、渡邉

IBC・DBC 委員会より緊急のお知らせ

IBC・DBC 委員長　青木 利治

①京都クラブの例会(4 月11 日) に訪問します。三島クラブ
創立40 周年記念例会をアピールするためです。
■日時　4 月11 日( 火)19:00 開始( 受付18:30)
■場所　ホテル日航プリンセス京都
※交通費と宿泊代は自己負担( クラブから助成します) 京
　都クラブの会費は5000 円です。
②京都クラブのメンバーが三島へ温泉旅行に来ます。そこ
で、京都クラブと三島クラブとの交流会を開催します！
■日時　4 月22 日( 土) の夕方( 後日連絡)
■場所　ニュー八景園　伊豆の国市長岡211
※交流会・宿泊代は自己負担( クラブから助成します) 宿

　泊代15000 円＋飲み物代or 交流会10500 円＋飲み物代
★詳しくは青木まで連絡してください。

40 周年準備委員会より緊急のお知らせ

40 周年準備委員会事業担当　青木 利治

ワイズウォーク試行会参加のお願い
　来る4 月2 日( 日) に三島市内を歩くワイズウォークを
開催します。
　40 周年を迎えて三島クラブは記念事業としてファミ
リーワイズウォークを来年の4 月に実施する計画を立て
ています。ウォークラリーの形式にて実施します。そこで、
本番に向けての準備としてワイズウォークの試行会を以
下の日程にて実施します。市内の名所旧跡をまわりなが
ら、恵明の子供達も一緒に歩いてもらいたいと思っていま
す。約2 時間位歩きまして、桜の木の下で食事する予定で
す。当日は三島観光協会の「ふるさとガイド」の方に案内
と三島の名所旧跡のお話をしていただきます。ぜひ皆様に
はワイズウォークに参加していただくよう、よろしくお願
い申し上げます。
■日時　4 月2 日（日）午前10 時集合
■場所　三島商工会議所
※大雨の場合は中止です。

　「YMCAのことを楽しく、
　　　　　　みんなで学んでみませんか」⑨
　　　　　　　　　東日本区連絡主事　光永　尚生

YMCAは、古くて新しい団体であるのは
なぜでしょう?
　温故知新という言葉には、「旧いものを訪ねて、新しい
ものを知る」という意味があります。つまり、歴史に学び、
今の時代に照らし合わせてみるという精神を表している
ように思います。YMCA でいう歴史とは何か?　　私は、
人、もの= 施設、お金、情報に分けて考えてみました。
　まず第一には、何といっても、長い時間を超えて、繋が
り、関われ続けていく「人」です。これは、まさにYMCA に
限らず、ワイズメンズクラブの継続という視点と同じで
す。人と人との交わりそのものが、歴史であり、時間軸の
中心であるわけです。物で考えると、「施設」。たとえば、
YMCA 東山荘は、1915 年から、102 年の時を経て、今に
継承され、その時々に、新しい「価値」を創造し続けてき
ました。その、施設を通しても、多くの人たちが関わりを
持ってきたことを思います。例えば、ある時代では内村鑑
三であり、広岡浅子であり、齊藤惣一であったとも言え
ます。そして、お金では、100 年前の開所式での広岡浅子
さんからの、当時の300 円の募金に始まり、黙想館の建
設募金、齊藤記念館の募金、そして、現在実施されている
YMCA 東山荘100 年記念募金(= 新本館建設募金) など、
その時代に合って、多くの浄財が集められたことは、枚挙
にいとまがありません。まさに、神様のなさる恵みの業と
しか考えられないことが多いようです。
　そして、最後の「情報」ですが、YMCA 自体は、プラット
フォーム型のネットワーキング組織として継続している
のではないかと思えます。プラットフォーム型のネット
ワーク組織とは、今でこそ一般的ですが、1844 年以降、
世界に広がってきたネットワークはこのスタイルを踏襲
してきたわけです。まもなく、2020 年の東京オリンピッ
ク、パラリンピックが開催されますが、前回の東京オリン
ピックの時には、室内プール、体育館など、まさに先進的
な働きが進められるきっかけとなりました。今回も、まさ
に、「旧きを訪ねて、新しきを知る」そのような価値の創造
の機会となることを願っています。

1980年11月と1981年4月の韓国西原クラブ（清州）訪問
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○ 出席率100％に挑戦！メーキャップをわすれずに！

招待候補者を募る▶3 月例会も高橋さん他、声がけ。積極
的に。候補者の心あたりを紹介しあう。
IBC・DBC 委員会（青木委員長）
■報告：4/11（火）京都クラブ例会訪問40thPR　19:00 ～　
ホテル日航プリンセス京都（青木　1 名）←他募集にて調
整中
■議題：4/22（土）～4/23（日）に京都クラブが三島へ（温
泉ツアー）宿泊場所　ニュー八景園　予約済み（現在確定
5 名）　クラブとしての対応を検討。先方からは、同宿、宴
会のみでも三島クラブから参加してもらいたいとのこと。
▶最終参加予定者10 名、三島クラブからの参加者は、青木
委員長確認中。
プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
■議題：例会プログラムについて▶プログラム通り承認
親睦委員会（日吉委員長）
■報告：誕生日 3/6 小野メネット／3/18 青木メネット
会報広報委員会（石川委員長）
■議題：原稿依頼▶こども食堂に野菜を提供：岡田会長経
由で原稿依頼・ペタンク大会報告：岡田会長（済）・例会
報告：藤田副会長（済）・YMCA：光永・沼津クラブ50 周年：
大村
メネット委員会（大村委員長）
■報告：2 月活動報告　1. 2/4,5 日　第二回東西交流会
＠東山荘に参加（大村メ1名）交流部会「メネットin御殿場」
の運営、バザー準備販売など担当　2. 2 月例会（TOF）食事
の料理・配膳に協力（場所　大村邸／大村メ・相川メ　2
名）　3. 2 月例会（TOF）に参加　大村メ・相川メ　2 名参
加
40 周年準備委員会（石川委員長）
■報告：会場の状況は＝日大三島駅北口校舎でほぼ確定　
3/8　14:00 から会場下見　光永Ys 実行委員会委員を希
望あり、そろそろ正式な実行委員会を立上げるか。4/2（日）
プレウォーク開催予定（担当：青木）　作成中：入会プロ
グラム／ユニフォーム　作製準備：横断幕　40 周年の
テーマを決めたい（次期会長主題に沿って）

2017 年3 月 第9 回 役員会議事録

日　　時：2017 年3 月7 日（火）19:00 ～21:00
場　　所：大村ワイズ邸
出席数：9 名中7 名＋1 名（岡田会長/ 藤田A 副会長/ 相川
書記/ 青木会計・IBC・DBC/ 鈴木CS・BF/ 大村EMC・YMCA/
日吉親睦＋大村メネット）
報告事項
■02/04-5（土- 日） 第2 回東西日本区交流会＠東山荘（藤
田／渡邉／日吉／光永／大村／大村メネット）　メンバー　
5 名／メネット（東日本区メネット書記）1 名
■02/07（火） 2 月度役員会＠大村邸
■02/18（土） 沼津クラブ50 周年記念式典＠ニューウェ
ルサンピア沼津　メンバー11 名（岡田会長／藤田／石川
／青木／相川／大村／小野／杉村／鈴木／日吉／渡邉）、
メネット1 名（大村知子）　全員登録（13 名）登録費は40
年記念事業会計より拠出
■02/21（日） 三島クラブTOF 例会＠大村邸　18:30 ～
21:00 メンバー10 名（藤田／石川／青木／相川／大村
／小野／光永／鈴木／日吉／渡邉）、メネット2 名（大
村／相川）、ビジター1 名（沼津　泉Ys）計13 名　SMILE 
14,000 円　BF 切手を泉事業主査に300g　出席率　77% 
メーキャップ2 名（岡田／杉村）修正出席率　92%　準備　
15:00～メンバー3名（藤田／渡邉／日吉）メネット2名（大
村／相川）　臨時総会　議長　石川　議案2 件次期会長及
び次期クラブ役員共承認
■02/25（土） 農園事業（鈴木／岡田／藤田／日吉／渡邉
／小野／青木／相川）8 名
■02/28（火） 40 周年準備委員会（石川／岡田／藤田／
渡邉／日吉／青木／相川）7 名
■03/04-05（土-日） 次期クラブ会長・部役員研修会＠東山
荘藤田次期会長・鈴木忠雄富士山部国際交流事業主査・渡
邉近子・大村知子東日本区メネット委員長（以上次期役員
名にて記載）
今後のスケジュール
■03/07（火） 3月度役員会
■03/08（水） 40周年　10:00から教育委員会打ち合わせ
■03/08（水） 40周年　会場下見（14:00 日本大学三島駅北
口校舎　1F入り口集合）
■03/21（火） 3月度例会
■03/23（木） だがしや楽校　第一回打ち合わせ＠本町タ
ワー（岡田会長）
■03/28（火） 40周年準備委員会
■04/02（日） 40周年記念事業ウォークラリーのプレ
ウォーク実施
■04/04（火） 4月度役員会
■04/11（火） 京都クラブ例会（ホテル日航プリンセス京都　
青木委員長訪問）
協議事項（岡田会長/ 相川書記）
■議題：東日本区大会について　現状参加者は岡田、藤田、
石川、青木、大村、小野、鈴木、日吉、光永、渡邉、相川、大村
メ、鈴木メ　メンバー11 名、メネット2 名、登録済み、ホテ
ルは現状確保済み（光永のみ2 泊）　1. 登録料の振込につ
いて（各自、一括等検討）　2. 交通手段検討　3. 交通費、登
録費の補助検討　4. その他▶参加メンバー変更　日吉、鈴
木メ　欠席により、メンバー10 名、メネット1 名　振込は、
例会時に会計が集めた人のみ一括で送金、残りは、個別に　
交通手段は、電車の時間等を検討　交通／登録費補助は、
予算計上されている範囲で調整
会計（青木会計）
■報告：特になし
CS・BF 委員会（鈴木委員長）
■議題：農園整備▶地主（細井要様）には今後の利用にも
協力いただけるとのこと。宮沢さんの都合を確認、整備す
る。
EMC・YMCA 委員会（大村委員長）
■議題：インビテーションキャンペーン中なので例会に

在籍者 13名 メネット 2名

出席者 10名 ゲスト 0名

出席率 77％ ビジター 1名

メーキャップ 2名 スマイル 14,000円

修正出席率 92％ スマイル累計 78,643円

総出席数 13名 プルタブ 0g

こども食堂にワイズ農園の野菜を提供！


