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三島市芝本町11-29 TEL:055-975-8787
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東日本区理事
富士山部部長
三島クラブ会長

「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
書　記　相川 　毅　　会　計　青木 利治
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なぜ、生きておられる方を死者の中に捜すのか。
あの方は、ここにはおられない。復活なさったのだ。  （ルカによる福音書24章5-6節） 

2017年4月 三島ワイズメンズクラブ例会

4月 例会　　　　　　　　　　　　　　　　　  
■日　時：2017年4月18日(火) 18:30〜
■場　所：レストランじゅん（三島市芝本町11-29）
■受　付：渡邉 近子Y’s
■司　会：光永 尚生Y’s
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■開会　点鍾：▶岡田 美喜子会長
■開会の挨拶：▶青木 利治Y’s
■ワイズソング斉唱：▶出席者一同
■ワイズの信条：▶石川 敏也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：▶杉村 勝巳Y’s
■会　　　食

■卓　　　話：▶「お茶の心について」
　　　　　　　　　講師：杉村 勝巳Y’s
■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：▶藤田 小夜子Y’s
■点　　　鐘：▶岡田 美喜子会長

4/24 青木夫妻
4/29 鈴木夫妻

4/9   相川メネット
4/25 岡田ワイズ

3 月の例会報告　

会報・広報委員長　石川 敏也

　3 月例会、3 月21 日（火）は新例会場、レストランじゅん
で開催しました。受付の日吉ワイズ、プロドラの渡邉ワイ
ズなど、いつもとは勝手が違って大変だったと思います。
ご苦労様でした。例会用グッズ等の保管や音響設備など、
まだまだ検討材料は多いと思いますが、これを機に、伝統
ある三島クラブにふさわしい例会場にしていければと思
います。
　例会は小野ワイズの司会により淀みなく進行し、誕生日
のお祝いは、青木ワイズ、小野ワイズのメネットに、ゲスト
の田中さんも3 月生まれということで一緒にお祝いさせ
ていただきました。結婚記念日のお祝いは岡田会長夫妻と
杉村夫妻。A 副会長の藤田ワイズよりお祝いの品を贈呈し
ました。
　会食は、初めてのレストラン会場なのでフレンチのフル
コースかなとも思っていたのですが( 笑)、お弁当でした。
予算の都合上、まぁ、こんなものでしょう。他の会場にて宴
会なども入っていたようで、会食時間が予定よりも若干遅
れましたが、その辺は想定の範囲内でしょう。

　会食、スマイルを終え、い
よいよ卓話の時間。みどり
音楽工房の田中みどり代表
の伴奏で、様々な昭和の歌
を全員で唄いました。みん
なで唄うには会場が和風な
ので音の響きがなく、田中
さんも大変だったと思いま
す。好き勝手に唄う三島の

メンバーに驚いてたんじゃないでしょうか。でも時々はこ
うやってみんなでお腹から声を出して唄うのもいいなぁ
と感じた3 月例会でした。親睦、やりましょう！
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次期クラブ会長・部役員研修会に参加して

次期会長　藤田 小夜子

　2017 年3 月4 日 ～3 月5 日
に日本Y МCA 同盟国際青少年
センター東山荘の本館にて総
勢101 名で開催されました。
三島クラブからは、大村（次期
東日本区メネット委員長）鈴木

（富士山部次期国際・交流事業
主査）渡邉次期副会長の4 人で
参加してきました。

　昨年同様、3 月4 日13：00 ～　LT 委員の北村ワイズの
司会で利根川恵子東日本区理事の開会点鐘から5 日の閉
会点鐘までの研修内容は、パートⅥまである盛り沢山のプ
ログラムでした。
　昨年よりは少しづつですが、理解の能力も上がったか
な？と自己採点もでき、分科会は今一歩分かり易く説明さ
れるには時間が少なかったのでは・・・？
　夕食後の次期栗本理事、加藤富士山部長を囲み富士山部
のクラブの会長以下、出席者の一言づつの挨拶や意見交換
が有り、有意義なひと時を過ごしました。
　時間が経つのが判らず入浴時間に間に合わず3 名とも
そのままぐっすり就寝でした。
　二日目の研修は理事以下次期それぞれの主任の活動方
針等々。クラブ運営マニュアル等、そして、ワイズQ ＆A。こ
れもとても重要です。
　新しい試みとして、「東日本区IT 活用について」その一環
として、e- ラーニングについての説明がありました。対象
者は次期会長・部役員研修会受講者。帰って2 週間以内に
e―ラーニングによる「ワイズクイズ」の（復習）を行うと
いうことで、帰宅した後クイズの回答をいたしました。
　次年度は熱海の栗本理事が会員増強とエクステンショ
ンに力を入れておられるとのこと。色々な事が改革されて
いくであろう時代の流れに沿ったクラブ運営を、我が三島
クラブもメンバー全員で団結して行ける様、頑張って一年
を乗り切りたいと思いました。

次期クラブ会長・部役員研修会参加報告

次期副会長　渡邉 近子

　先月の3月4日(土)、5日(日)、
日本YMCA 同盟国際青少年セ
ンター東山荘での東日本区次
期クラブ会長・部役員研修会
へ、藤田次期会長と鈴木忠雄次
期国際交流事業主査、大村次期
メネット委員長と一緒に4 名で
参加しました。
　私が次期副会長を受けるこ

とは、次々期会長を受けるのが基本だと思いますが、いろ
いろな事情があって、今のところは未定の状態です。
　でも、いつも私にアドバイスや気にかけてくれる次期会
長の藤田ワイズをサポートしたいという私の強い意思が
あったので、今回副会長を承諾しました。
　今まで、ワイズメンズクラブがどういう団体なのかわか
らないまま過ごしてきました。
　今回の2 日間に渡る研修会では、東日本区の現状や
YMCA の理解、パネルディスカッションや分科会等もあり
ました。
　夕食懇談会では、他クラブワイズの方たちと会員増強の

取り組み等の意見交換を行い、グループの代表者が取りま
とめ発表をしました。
　夕食後には、富士山部部長を囲んでの意見交換を行い、
お酒も入り、皆楽しく有意義なひとときを過ごさせていた
だきました。
　翌日は、早朝ウォークには参加しないで、ゆっくり寝さ
せて頂きました。7 時から藤田ワイズと大村メネットと3
人で朝食を食べ、聖日礼拝に参加し、次の研修会に入りま
した。
　その後の分科会では、次期会長グループの方に参加し、
各クラブ会長から方針を順番に話すことになり、まさか自
分にはこないと思っていたら突然マイクが回ってきまし
た。自分でも何を言ったか覚えていないくらいあがってし
まいました。でも、いろいろな取り組みや方針を聞くこと
ができ、参考になりました。研修を終え、昼食を頂いて帰路
につきました。
　今回の研修会は、藤田ワイズに誘って頂き、沢山の事を
学ぶことができました。また、各クラブの方達と交流がも
てたことが本当に良かったです。
　三島クラブ40 周年事業に向けて未熟な副会長ですが、
会長をサポートしていきたいと思います。
　更に、会員増強にもがんばって行きます。会員皆様のご
協力もお願いします。

ワイズウォーク試行会に参加して

静岡恵明学園児童部 児童指導員　杉村 勝巳

　4 月2 日（日）にワイズウォーク
の試行会があり、静岡恵明学園児童
部の園児と職員が参加させていた
だきました。商工会議所前から出発
して三島の名所をガイドさんの説
明を聞きながら散策しました。子ど
もたちは日頃より車で通りすがる
街並みを知ってはいるものの、路地
を入り込むと三島の湧水が広がっ
ていることに驚き感動していまし
た。私たち大人も一緒に自然との触
れ合い、ワイズメンズの方々と交流
できたことを楽しませていただき
ました。
　2 時間半街を周遊して元の商工
会議所に戻り、ワイズメンズさんが
用意してくださった昼食弁当をい
ただきました。この活動を通して感
じたことは、三島の郷土愛を子ども
達に伝えていくことの大切さ喜び
を肌で体験し、もっと私たち職員も
このような活動を企画し共感しあ
う喜びを増やしていきたいと思い
ました。
　暮れにはクリスマス会企画など
積極的に施設を支援してくださり
ありがとうございました。これから
も変わらぬご支援をよろしくお願
いいたします。
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こども食堂へのお野菜提供のお礼

NPO 法人森のようちえん太陽と緑の風クラブ理事長　高橋 麻子

　先日はこども食堂のイヘン
ト「soba でひだまり食堂」に
たくさんのお野菜を提供して
いただきましてありがとうこ
ざいました。ちょうど昨日の
ニュースでイベントの様子が
オンエアされました。市内でも
多くの方々がこども食堂を開
催していますが、今の子どもた

ちには何故このような支援が必要なのかと言う事を改め
て考えてみると「食べる」という事だけではなく親子で
ゆっくり会話をしたり、友だちと楽しく宿題やゲームをし
たり、つまりコミュニケーションの場としての役わりも果
たしています。ですから一般の飲食店のように科理を出す
だけでは意味がないのてす。子ども達にも、母親にも寄り
添い耳を傾ける事が大切なのだと考えています。子育ての
悩み相談会になる事もあります。子ども達から親への、ま
た学校の先生への不満が飛び出す事もあります。しかし、
確立された支援が得られない今、こども食堂の継続は大変
難しい事です。事業開始当初は寄付や差入れもありました
が時間の経過とともに皆さんからの記憶からも薄れ支援
の申し入れも減ってきました。
　どのようにしたら継続した支援を得られるのか、また行
政からの助成を受けられるのか課題は山積み状態です。そ
れでも楽しみに宿題を抱えてくる子どもが1 人でもいる
限り、この活動は続けて行かなければと強く感じていま
す。今後とも是非「こども食堂」を見守って下さい。宜しく
お願い致します。

絵本「おもいやりのタネまき」完成のお礼

絵本プロジェクト代表　岡田 美喜子

　日頃よりNPO 法人地域活性
スクランブルフォーラムの活
動にご協力いただきまして誠
にありがとうございます。
　平成28 年4 月より「絵本
プロジェクト」として取り組んで参りました、三島市の
キャラクターを使った始めての絵本「おもいやりのタネ
まき～みしまるくんみしまるこちゃんとピクニックにい
こう～」300 冊が完成いたしましたのでご報告申し上げま
す。
　絵本作成の目的は、子どもの頃より郷土を愛し、思いや
りの心を育み、いじめのない社会の実現にあります。この
絵本を手に取った子どもたちが、人を思いやる優しい子ど
もに育ってくれることを願っています。
　絵本の作成にあたって、三島クラブ例会及び沼津クラブ
例会において、絵本作成のご協力をお願いしましたとこ
ろ、多くのみなさまにご理解ご支援いただき、誠にありが

とうございました。
　絵本の完成に至るまで30 回以
上の会議を重ね、子育て世代の
方々を始め三島市・企業・団体の
みなさまに多大なるご協力を賜り
ました。
　今後は、4 月22 日開催のイベン
トや読み聞かせを通して、「思いや
りの心」をさらに広げていけるよ
うに努力して参ります。
　貴団体におかれましても、この
絵本を活用して「おもいやりタネ

まき」にご協力いただければ幸いです。

　「YMCAのことを楽しく、
　　　　　　みんなで学んでみませんか」⑩
　　　　　　　　　東日本区連絡主事　光永　尚生

私たちのYMCA、私たちのワイズメンズクラブ。
車の両輪とは？
　今回は、YMCA とワイズメンズクラブの関係性について
考えてみます。
　そもそも、YMCA は、1844 年にイギリスで創立されワ
イズメンズクラブは1922 年にアメリカで創設されまし
た。それぞれの歴史は長く、独自の文化も醸成してきまし
た。ワイズメンズクラブのロースターにはワイズの信条が
最初に5 つ書いてあります。青少年のためにYMCA につく
そう、という文言もその一部です。権利と義務の関係を明
確に表していることも有名ですが、YMCA につくそうとい
う一言の明文化は、YMCA とワイズメンズクラブの関係性
を如実に表している言葉ではあります。では、どのように
してワイズはYMCA につくしているのでしょうか。前回ま
での視点から言えば、ひと、もの、お金、情報ということに
なります。まずは、人ですが、これは言うまでもなくワイズ
という多様な職種と能力を持っている集団の多様な働き
が、様々な場面でYMCA を支えているということです。理
事会、常議員会、評議員会、そして任意団体役員など、ワイ
ズメンの活躍は枚挙にいとまがありません。
　次に、ものですが、全国のYMCA を多くのワイズがその
専門性で支えている事実を忘れてはいけません。様々な恩
恵をローカルYMCA は受け続けています。
　お金ですが、これは言うまでもなく、全国のYMCA、世
界のYMCA がその恵みに預かっていることはすべての
YMCA が感じていることです。
　ワイズメンズクラブは、すべてがYMCA のある地域に
所在しているわけではないのですが、そのつながりと関わ
りの強さはなぜでしょうか。それは、「ワイズメンズクラブ
インターナショナル」という名称に由来していると思って
います。インターとは、お互いの、それぞれの交わりという
ことですが、ナショナルつまり、国と国をつなげていく世
界大の組織の存在であるからではないでしょうか。この点
が、YMCA という世界119 の国と地域において活動する働
きとあいまって、車の両輪という形をとっているのではな
いでしょうか。「世界を見つめ、地域に生きる」という共通
言語をお互いに持っているわけです。
　最後に、車の両輪は、いつも同じ方向に進んでいなけれ
ば、車は止まってしまいます。つまり、同じ夢や幻を見続け
ていくということが宿命づけられているようです。では、
車とはいったい何なのでしょうか。それこそ、YMCA とワ
イズメンズクラブに与えられている「社会という車の本
体」ではないのでしょうか。社会に奉仕するとは社会を支
えている4 本のうちの2 本の両輪。それが、私たちの働き
だといつも考えています。皆さんは、どのように思われま
すか。
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○ 出席率100％に挑戦！メーキャップをわすれずに！

8名（お別れ会後、親睦会実施予定）　交通手段検討▶終了
後、懇親会予定あり。親睦対応。
■議題：40周年準備委員会より実行委員会立ち上げの件
準備委員会を4月より実行委員会として活動を開始しま
す。なお、実行委員会の主要職は次の通り。実行委員長　岡
田／会長　藤田／書記　石川／会計　渡邉／事業責任者　
青木　記念誌責任者　相川／式典司会　光永・日吉▶上記
にて、4月より実行委員会として活動。予算案検討へ。なお、
第一回実行委員会は4／27（木）に開催。
会計（青木会計）
■報告：会費納入状況と今月の例会は会費納入月です。
CS・BF委員会（鈴木委員長）
■議題：街中だがしや楽校の件▶開催日は 8/27 （日）　
9:45-15:30にて決定　三島ワイズの代表者は藤田次期会
長として登録
EMC・YMCA委員会（大村委員長）
■報告：候補者の心あたりを紹介しあう
■議題：例会ゲストに迎える候補者を募る▶入会案内ツー
ルを作成。有効に活用ください。　
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）、40周年委員会よ
り、お土産代15,000円負担
■議題：4/22（土）～4/23（日）に京都クラブが三島へ（温泉
ツアー）三島からの参加者は青木／石川／小野／鈴木／藤
田／渡邉　以上宿泊6名・日吉　以上日帰り1名　計7名参
加　宿泊代15,000円＋飲物代　日帰りは7,560円＋飲物
代　DBC委員会より　1.助成金一人5,000円　2.京都クラ
ブメンバーへのお土産（温泉まんじゅう）10ケ　3.二次会
の費用 20,000円▶DBC委員会予算内で対応。全て承認済
み。
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　メンバー岡田4/25、メネット相川4/9
結婚記念日　青木4/29、鈴木4/24
会報広報委員会（石川委員長）
■議題：原稿依頼▶次期クラブ会長研修会（藤田／渡邉）
京都クラブ関係（青木）　子供食堂令状掲載　YMCA（光
永）済み　ウォークラリー（杉村）
メネット委員会（大村委員長）
■報告：特になし
40周年準備委員会（石川委員長）
■報告：記念式典は12/2（土）日本大学三島駅北口校舎で
確定　4月より実行委員会立ち上げ、第一回実行委員会は
4/27（木）に実施　ウォークの日程は、調整検討中。

2017年4月 第10回 役員会議事録

日　　時：2017年4月4日（火）19:00～21:00
場　　所：大村ワイズ邸
出席数：9名中8名＋1名（岡田会長/藤田A副会長/石川B副
会長/相川書記/青木会計・IBC・DBC/大村EMC・YMCA/渡邉
プロドラ/日吉親睦＋大村メネット）
報告事項
■03/07（火）　3月度役員会＠大村邸　8名（岡田会長／藤
田／相川／青木／鈴木／大村／日吉／大村メネット）
■03/08（水）　40周年　教育委員会打ち合わせ　10:00～　
2名（岡田会長／青木）
■03/08（水）　40周年　会場下見＠日本大学三島駅北口
校舎　14:00～　5名（石川／藤田／渡邉／青木／日吉）
■03/21（火）　三島クラブ例会＠レストランじゅん 出席
12名（岡田会長／藤田／石川／相川／青木／大村／小野
／杉村／鈴木／日吉／渡邉／光永）、メネット1名（大村知
子メネット）、ゲスト1名（卓話者　田中みどり　みどり音
楽工房）　計14名　SMILE12,000円、プルタブ持参　藤田　
出席率92%　メーキャップなし　修正出席率92%
■03/23（木）　街中だがしや楽校　第一回打ち合わせ
＠本町タワー　岡田会長　1名
■03/28（火）　40周年準備委員会（石川／岡田／藤田／渡
邉／日吉／青木／光永／相川）8名
■03/28（火）　40周年　教育委員会打ち合わせ　3名（石
川／岡田会長／青木）
■03/31（金）　40周年｜絵画コンクール後援申請提出
＠三島市及び三島市教育委員会へ提出　1名　青木
■04/02 日ワイズウォーク実施＠三島市内メンバー7名

（藤田／日吉／渡邉／光永／小野／杉村／青木）・コメット
2名（藤田孫　2名）・恵明学園スタッフ2名・恵明学園子供
達5名・三島ふるさとガイドの会1名　計17名
■04/03 月40周年　後援申請提出（三島信用金庫｜石川　
／観光協会・グランドワーク｜青木）
■04/04 火40周年　校長会参加（絵画コンテスト説明）　
3名（青木／石川／藤田）
今後のスケジュール
■04/04（火）　4月度役員会
■04/06（木）　熱海YMCA臨時総会　18:00-18:30 熱海
YMCA第会議室　鈴木出席予定　議題は竹内理事長ご逝
去に伴う理事選任の件　欠席者は、委任状を提出のこと。
■04/08（土）-09（日）　第3回東日本区役員会（現・次期合
同）＠川越　大村知子メネット書記（次期メネット委員
長）・光永　参加
■04/11（火）　京都クラブ例会（ホテル日航プリンセス京
都　青木　1名）
■04/18（火）　4月度例会
■04/22（土）　京都クラブ交流会（青木／石川／小野／
鈴木／藤田／渡邉　以上宿泊6名・日吉　以上日帰り1名　
計7名参加）
■04/24（月）　街中だがしや楽校　第二回打合せ・親睦会
＠パッパトリア　岡田／藤田
■04/27（木）　40周年実行委員会
協議事項（岡田会長/相川書記）
■議題：第3回富士山部役員会・評議会の件　開催日　
5/21（日）役員会　13:00-, 評議会　13:40-15:00　会場　
熱海YMCAセンター　出席予定者　岡田会長／藤田A副会
長／石川B副会長／相川書記／青木富士山部主査▶まだ案
内がありませんが、当日次期クラブ役員研修会が開催予定
です。
■議題：ロースター初校の件　役員は本日最終チェックお
願いします。（個人の部分と、役員構成表）　地図はこれか
ら修正、じゅんの正式名称　ロースター発注部数は、東18, 
西1でいいか▶例会場正式名称（レストランじゅん）修正、
地図修正　発注部数は、東18、西1で確定、発注済み
■議題：竹内熱海YMCA理事長のお別れ会について　5/27

（土）13:30-16:00 熱海YMCAセンター　出席予定者　大村
／光永（総会も）／小野／藤田／青木／石川／日吉／鈴木

在籍者 13名 メネット 1名

出席者 12名 ゲスト 1名

出席率 92％ ビジター 0名

メーキャップ 0名 スマイル 12,000円

修正出席率 92％ スマイル累計 90,643円

総出席数 14名 プルタブ 0g

歌唱で卓話の

みどり音楽工房

田中みどり代表


