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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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万物は言（げん）によって成った。  （ヨハネによる福音書 1章3節） 

2017年5月 三島ワイズメンズクラブ例会

5月 例会　　　　　　　　　　　　　　　　　  
■日　時：2017年5月16日(火) 18:30〜
■場　所：レストランじゅん（三島市芝本町11-29）
■受　付：石川 敏也Y’s
■司　会：鈴木 忠雄Y’s
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■開会　点鍾：▶岡田 美喜子会長
■開会の挨拶：▶杉村 勝巳Y’s
■ワイズソング斉唱：▶出席者一同
■ワイズの信条：▶日吉 和代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：▶渡邉 近子Y’s
■会　　　食

■卓　　　話：▶
　「はかるから分かる健康づくり」
　講師：三島市健康づくり課 保健師
　　　  千葉 牧子 氏・田中 綾美 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：▶光永 尚生Y’s
■点　　　鐘：▶岡田 美喜子会長

5/11 大村夫妻
5/15 渡邉夫妻該当者なし

4 月の例会報告　

EMC・YMCA 委員長　大村 俊之

　2017 年4 月18 日、レストランじゅんに例会場を変更し
て2 回目の例会は、光永Ｙｓの司会で定刻18 時30 分に岡
田会長点鐘、青木Ys の挨拶で開会した。ワイズソング、信
条に次いで岡田会長の挨拶は学童の登校見守りのことや
絵本プロジェクトの報告などでした。誕生日祝い（相川メ
ネット、岡田Ys）、結婚祝い（青木夫妻、鈴木夫妻）のセレモ
ニーに続き、杉村Ys による食前の感謝を唱和して会食（メ
ニューは野菜サラダ、メンチカツ、ご飯）しばし談笑タイム
の後、クラブメンバーの杉村勝己ワイズを講師とする卓話
に進みました。
　「お茶の心について」の演題で、紋付袴の装いの杉村ワイ
ズは手元の行燈だけに照明を落とし、落ち着いた雰囲気を
整えてから、｢お茶｣との出会いについて紹介し、師匠塩谷
氏との出会いの話では幼少期の龍澤寺での体験をまじえ
ながら茶道を志したいきさつ、そして「茶道は道具を離れ
てなすものぞ」の教えについて話し、「壊れた笛」の“ 児童と
茶杓のエピソード” の披露、「冷暖自知について」などのお
話が続いた。最後は「見返りを期待しない施し・自分を勘

定に入れない施し」と茶人の心にふれる内容を静かに語っ
た。
　続いて、用意して来たお道具でメンバー全員にお薄を一
服ずつたてて、簡単な作法についても交えながら深みのあ
る抹茶を美味しい和菓子の「花かずら」と共に呈茶してい
ただいた。日本文化に関わる奥の深い話題なのでもっと時
間があればと思いつつ、素晴らしい雰囲気のもとに心豊か
な1 時間を過ごした。
　書記報告、委員会報告、22 日の京都クラブとの交流など
の連絡等をして閉会した。
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三島ロータリークラブ創立60 周年記念式典

会長　岡田 美喜子

　5 月8 日、三島ロータリーク
ラブ創立60周年記念式典が「み
しまプラザホテル」にて開催さ
れ、三島ワイズメンズクラブ会
長としてお招きいただきまし
た。
　古口美知子会長のもと創立
60 周年記念例会が開催され、
そののち小野毅実行委員長の

もと記念式典が執り行われました。出席者は国内外から
162 名とのことで、遠くはスリランカ、台湾からも多くの
ロータリアンが参加されていました。
　記念式典は、「三島RC60 年の歩み」ビデオの上映から始
まり、三島市長をはじめロータリー財団、米山梅吉記念館、
ポリオ・プラス基金への目録贈呈や、創立60 周年記念事
業発表、功労会員の記念品贈呈などがありました。
　記念事業は、テーマ「明日のために歴史を刻む」のもと、
スリランカの子どもたちの未来を応援するための活動や、
さまざまなところへ植樹を通じて木々の成長とともに明
日への友好を育み続けることを願って、3 つの事業が行な
われました。第1 に、スリランカにトイレを作るなどの「ス
リランカ・水と衛生支援」。第2 に、市内小中学校など19 ヶ
所に植樹をする「千年の木・千年の夢」。第3 に、「記念植樹
銘板設置」です。スリランカRC のU.D.Wasantha 会長は、「ス
リランカは水の衛生環境が悪く、小学校の子どもたちがき
れいな水を飲める」とスピーチの中で感謝を述べ大変喜ん
でいました。すばらしい取組みだと思いました。
　記念式典では、60 年前のチャーターメンバー勝又一郎
さん（96 歳）も元気にごあいさつされ、創立当時のお話を
伺うことができました。
　三島ワイズメンズクラブは次年度40 周年を迎えます
が、同じ社会奉仕団体として目標にしたいと思います。
　三島ロータリークラ
ブみなさまのこれまで
の功績に敬意を表する
とともに、ますますのご
発展をお祈りいたしま
す。この度のお招きと、
温かなおもてなしに感
謝申し上げます。

恵明学園不二見地蔵尊祭り地域奉仕参加報告

親睦委員　光永 尚生

日時：2017 年5 月5 日( 祝日) こどもの日10:00 ～15:00
場所：静岡恵明学園児童部 三島市笹原新田81-1
内容：不二見地蔵尊祭り出店コーナーサポーター
参加：6名(岡田会長、青木ワイズ、日吉ワイズ、渡邉ワイズ、
　　  杉村ワイズ、光永)

　今回は、ミニたい焼きコーナーを担当した。開会式に参
加し、共に地蔵尊のお祭りの全体に関われた。こどもたち
のコンサートや参加された地域の皆さんとの交流ができ
た。最後まで参加し、テントの撤収などに奉仕した。晴天の
下、地域奉仕ができたこと、ワイズ同士の交わりができた
こと地域とのかかわりを持てたことなど、継続して恵明学
園の皆さんと共に奉仕できていることに感謝である。

①話の中で、学園の高校生たちのユース活動として、熊本
地震被災地への派遣現場体験などが、記念行事と併せて、
富士山部の皆さんに働きかけ2017 年度に実現できないか
などの話も出ており、夢が膨らんだ。具体的に、役員会に、
光永から案として提案できれば幸いです。
②今の時期の活動には、T シャツに「MISHIMA ワイズメ
ンズクラブ」などのプリントのものがあればもっとよい
ね。という意見が多く出ていました。私もそう思いました。
以上です。お疲れ様でした。日焼けの後処理にも留意くだ
さい。

恵明学園不二見地蔵尊祭りに参加して

副会計・プロドラ委員長　渡邉 近子

　5 月5 日( 祝) こどもの日に恵明学園主催の不二見地蔵
尊祭りに初めて参加させて頂きました。5 月晴れの中、沢
山の来場者でにぎわい盛大に開催されました。
　三島ワイズは、岡田会長、青木YS、光永YS、日吉YS、渡辺
YS、杉村YS の6 名でした。そして、ミニたい焼きを来場者
に提供する係でした。各地域団体も協力し、カレー、焼きそ
ば、ところてん等、多数の食べ物があちらこちらで提供さ
れ、どれもおいしく頂きました。杉
村YS の茶席も良かったです。恵明
学園の子供達の元気な歌声や楽し
そうな笑顔をみていると心が和み
ます。最後に全員でビンゴゲームを
やり盛り上がりました。こどもの日
にふさわしいお祭りで一日、童心に
かえって楽しいひと時を過ごさせ
て頂きました。先生たちや各地域団
体の皆様、準備から片付けまで大変
お疲れ様でした。来年もできる限り
参加したいと思います。

京都クラブと楽しく交流ができました

IBC・DBC 委員長　青木 利治

　4 月11 日( 火)　京都クラブの4 月例会に出席しました。
出席の目的は12 月に開催される三島クラブ創立40 周年
記念例会の出席のお誘いです。京都クラブの例会場に着き
ますと早速京都クラブのメンバーが暖かく迎えて頂きま
した。三保会長や他のメンバーと名刺交換を行い、何人か
三島に行くよと嬉しいお言葉を頂き嬉しかったです。例会
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では、旅行カバンに入れて持ってきたお土産を三島クラブ
よりお土産ですと30 人分のわさび漬けを三保会長に手渡
しました。そして、三島クラブの記念例会に出席して頂き
たいとアピールさせてもらいました。例会後、二次会に誘
われ4月22日の交流会を楽しみしていますと言って頂き、
京都のメンバーと楽しいひと時を過ごしました。

　4 月22 日( 土) は、午後3 時すぎにニュー八景園にてフ
ロントで打合せをしている最中に京都クラブメンバー
が早々と到着しました。三島クラブの藤田さんも同時に
到着、鈴木さん小野さんも相次いで着きまして、久々の再
開を喜びあいました。部屋に入ると早速交流が始まり、石
川君、日吉さんも後から到着し話しで盛り上がり、部屋の
ビールを瞬く間に飲みほしてしまったのです。最後渡辺近
子さんが懇親会に間に合うように到着してくれました。お
風呂に入ってから午後7 時から交流懇親会が始まり、京都
の三保会長、藤田副会長の挨拶の後、京都の柴田さんの乾
杯の音頭で懇親会は始まり、京都と三島のメンバーがお互
いにお酒を酌み交わし、おおいに盛り上がることができた
のです。京都クラブからお土産を頂きまして、お返しに日
吉さん手作りのいちごジャムを三島からのお返しとさせ
ていただきました。日吉さんありがとうございます。二次
会は部屋に戻ってから、またまた、盛り上がって夜中を過
ぎて行われました。二次会では、藤田さん、渡辺さん、石川
君、小野さんが最後まで京都クラブの皆さんとお付き合い
してくれました。次の日はお天気も良かったのですが、あ
いにく富士山は雲に隠れて見ることができなく12 月の記
念例会に出席して頂き、三島から綺麗な富士山を見てくだ
さいとお願いしたのです。

　4 月23 日、帰りは日吉さんの案内で韮山の反射炉を外
から見て、江川邸を見学し、京都クラブのメンバーのみで
いちご狩りを楽しんでもらい、黒柳の温泉まんじゅうをお
土産に京都のメンバーに渡すこともできました。最後に三
島のウナギを食べて帰ることにしまして澄の坊に立ち寄
りましたが、席がいっぱいで入れないというハプニングが
ありましたが、他の場所探している間に席が空き無事ウナ
ギを食べることができました。食事中、京都から来る途中、
沼津に立ち寄り、港でお寿司を食べたが美味しかったと話
がありして、紹介したかいがありました。また、京都と三島
がやっとこの交流会で友好が深まったと言ってくれたこ
とは大変嬉しく思いました。食事後、名残は尽きませんが、
京都のメンバーはバスに乗って帰路につきました。
　この交流会の企画して頂いた京都クラブの三井さんに
は感謝です。

　京都クラブの三保会長、新井さん大田さん柴田さん金沢
さん佐々木さん杉本さん高田さん三井さんありがとうご
ざいました。
　三島クラブから藤田さん日吉さん渡辺さん石川さん鈴
木さん小野さんが参加してくれました。皆様ご苦労さまで
す。楽しく交流会できました。

　YMCA 番外編・閑話休題
　「私とワイズメンズクラブ」～その①～
　      三島クラブ・日本YMCA同盟連絡主事　光永 尚生

　YMCA での働きは31 年目となりましたが、ワイズメン
ズクラブとの関わりを少し述べさせていただきます。
　私がワイズメンズクラブと初めて関わりを持たせてい
ただいたのは、熊本YMCA 職員時代の20 数年前、熊本ワイ
ズメンズクラブ(1948 創立) の皆さんとのじゃがいもファ
ンドの手伝いからでした。その後、熊本には、熊本ジェーン
ズクラブ(87)、八代クラブ(89)、熊本むさしクラブ(97)、熊
本みなみクラブ(02)、熊本ひがしクラブ(04)、阿蘇クラブ
(07)、熊本にしクラブ(09)、熊本ヤングクラブ(09)、熊本ス
ピリットクラブ(14) がチャーターされました。その間に
は、近隣県でも協力し鹿児島クラブ(90)、宮崎クラブ(03)
も誕生しています。熊本クラブを始祖として12 のワイズ
メンズクラブが誕生したわけです。まさに細胞分裂のごと
しでした。
　このダイナミックな動きの源は何なのか。職員としてご
一緒していたときにはいつも不思議な感覚をもっていま
した。特に、他の国際クラブと違う点はといえば家族が参
加できること。ヒエラルキーの存在に関しては、かなりフ
ラットであることなどがあげられます。このことは、世界
を見つめ地域に生きるというYMCA の働きにも通じ、青少
年、家族、地域、そして国際などのワイズメンズクラブが大
切にしているものが重要な「誘因」として働いているよう
に思っています。
　私たちの関係性を考えるときに、人は、貢献　≧　誘因　
という関係性の中で働きができるときには、自らが生き生
きとして関われるのではないかとも思っています。
　一方で、このことも強く感じます。「類は友を呼ぶ」。で
す。なぜか、ワイズメンの皆さんに共通する人間性は、優し
いとか、人間味にあふれるとか、専門的なボランティアで
あるとか、フレンドリーであるとか、いくつかの共通点が
見られます。皆さん似ているのです。この、類は友を呼ぶと
いう精神性の中では、「安心感」「安定感」「開放感」などオー
ブンマインドで、ついつい仲間に入ってみたくなる衝動に
駆られるわけではないでしょうか。
　YMCA と同じく、高齢化を迎えたり、財政的、構成員の数
的な課題はあるかと思いますが、「類は友を呼ぶ」素敵な働
き手の集団であることが、何よりもワイズメンとしての必
要十分条件ではないでしょうか。私の第一印象は、ジャガ
イモファンドのボランティアに初めて参加した時から、い
までもこのように思い、変わっていません。おそらく、これ
からも大切だと思い続けるでしょう。
Birds　of　a　feather　flock　together.
※最終回に続く
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泊、岡田会長は代議員会有り　クラブからの補助は、予算
通り対応。岡田会長、光永（前泊）、大村夫妻を除くメンバー
はレンタカーでの訪問を検討
■議題：メンバー各位が保管しているクラブ物品・資料等
の確認について▶次回の例会までに、各自保管物を確認。
次回役員会にて、保管方法等検討したい。
■議題：今期事業報告及び会計報告／次期事業計画及び予
算要求の件▶委員会事業報告は、5/20までに書記宛てに
提出　会計報告は、5月例会までに青木会計宛て提出
次期委員会事業計画（案）及び予算要求は、5/20までに書
記宛に提出（その後青木会計に渡します）　次回役員会（新
旧合同）で審議、6月例会時に定時総会を開催予定
■議題：光永ワイズ御尊父　逝去の件（会則規定上は、生花
または花輪）▶今回については本人の希望も有り、クラブ
としての対応はなし。会則の慶弔規定は一部見直しを検
討。（次回の役員会で審議）
会計（青木会計）
■報告：5月例会までに、各委員会の会計決算をよろしくお
願いします。
CS・BF委員会（鈴木委員長）
■議題：農園の件、プルタブ・切手等の件▶農園は現状の確
認と、整備が必要か。一度、メンバーで整備に行く方向で検
討したい。
EMC・YMCA委員会（大村委員長）
■報告：心当たりにアタックしたが良い反応を得られるに
は至らなかった。メンバーからの情報も届いていない。
■議題：案内パンフレットを活用して勧誘活動をする。入
会につなげる可能性のある方を積極的にゲストに迎える
よう全メンバーに毎度ながら強く要請する。▶次回例会
で、パンフレットをメンバーに配布。杉村Ysより、候補者推
薦予定あり。　
IBC・DBC委員会（青木委員長）
■議題：京都クラブとの交流会　会計報告他▶承認
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：誕生日なし　結婚記念日　5/11 大村夫妻（50周年
金婚式）、5/15 渡邉夫妻（40周年ルビー婚式）
会報広報委員会（石川委員長）
■議題：原稿依頼▶YMCA：光永ワイズ・例会報告：大村ワ
イズ・京都クラブ例会：青木ワイズ・京都クラブ交流会：青
木ワイズ・恵明学園不二見地蔵様祭：渡邉・光永ワイズ
メネット委員会（大村委員長）
■議題：メネット会予算の残額（3,120円）から一部を東日
本区メネット絵本寄贈プロジェクトへの献金について▶
承認（3,000円）
40周年準備委員会（石川委員長）
■報告：準備委員会仮決算：10万円予算：100,804円の支出
/各団体向けの出演依頼文を作成：石川/各媒体にプレス手
配：石川/各事業担当：絵画コンクール：青木・石川・藤田・杉
村ワイズウォーク：光永・青木・相川ワイズ/ウォーク開催
日（仮）：4月8日（日）/東日本区大会用チラシ作成：5月20日
必着500枚（アピールタイム用）　※臨時委員会を開催（12
日19:00～）

2017年5月 第11回 役員会議事録

日　　時：2017年5月2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
■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）
■04/04（火）　4月度役員会＠大村邸　8名（岡田・藤田・石川・青
木・大村・渡邉・日吉・相川）
■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　鈴木　1名　熱海YMCA新理事長　森重男氏に決定
■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　2名
■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）　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）　計
13名　SMILE11,940円　出席率92%　メーキャップなし　修正
出席率92%
■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　京
都クラブ9名）
■04/24（月）　街中だがしや楽校2017運営協議会　第二回打合
せ・親睦会＠パッパトリア　岡田／藤田　2名
■04/27（木）　40周年実行委員会　岡田委員長・石川・藤田・青
木・渡邉・日吉・杉村・相川　8名
■04/28（金）　第4回東日本区メネット委員会＠YMCA同盟会館　
大村知子メネット　1名
今後のスケジュール
■05/02（火）　5月度役員会（メンバー8名、メネット1名　計9
名）
■05/05（金）　恵明学園　不二見地蔵尊祭　（岡田・青木・渡邉・
光永・日吉　5名）
■05/10（水）　三島ロータリー60周年記念例会（岡田会長　
10,000円祝儀）
■05/13（土）　東京たんぽぽYサービスクラブ15周年記念例会
＠東京YMCA山手コミュニティセンター　参加予定なし
■05/13（土）　富士山YMCA10周年記念行事＠富士山YMCA　光
永
■05/16（火）　三島クラブ5月度例会＠レストランじゅん
■05/17（水）　街中だがしや楽校2017運営協議会　第3回　（岡
田・藤田）
■05/21（日）　富士山部役員会（岡田・青木）・評議会（岡田・青木・
藤田・石川・相川）　＠熱海YMCAセンター
■05/21（日）　富士山部次期クラブ役員研修会＠熱海YMCAセ
ンター（確認中）
■05/27（土）　NPO法人熱海YMCA総会＠熱海YMCAセンター大
会議室　鈴木・光永　2名　欠席者は委任状提出（4月例会にて回
収済み）
■05/27（土）　熱海YMCA前理事長竹内様お別れ会＠熱海YMCA
センター13:30-16:00　大村・光永・小野・藤田・青木・石川・日吉・
鈴木　8名
■05/27（土） 親睦会
■未定　今期中に見晴学園への奉仕活動を検討
協議事項（岡田会長/相川書記）
■議題：東日本区大会交通手段等検討（岡田、藤田、石川、大
村、大村メ、青木、小野、渡邉、鈴木、相川、光永）▶光永は前

在籍者 13名 メネット 1名

出席者 12名 ゲスト 0名

出席率 92％ ビジター 0名

メーキャップ 0名 スマイル 11,940円

修正出席率 92％ スマイル累計 102,583円

総出席数 13名 プルタブ 0g


