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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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互いに愛し合いましょう。  （ヨハネの手紙 4章7節） 
互いに愛することは、相手の行動を確認してから起こるのではない。
自分が損をするかもしれないと考える人は他者を愛することができ
ない。自分自身をも真実には愛していないであろう。

2017年6月 三島ワイズメンズクラブ例会

6月 例会　　　　　　　　　　　　　　　　　  
■日　時：2017年6月20日(火) 18:30〜
■場　所：三島市民活動センター 4F 第3会議室
■受　付：青木 利治Y’s
■司　会：渡邉 近子Y’s
■開会　点鍾：▶岡田 美喜子会長
■開会の挨拶：▶石川 敏也Y’s
■ワイズソング斉唱：▶出席者一同
■ワイズの信条：▶藤田 小夜子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
■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：▶大村 俊之Y’s
■点　　　鐘：▶岡田 美喜子会長
■定時　総会：▶司会：相川 毅書記
■ギャベル交換：▶岡田 美喜子会長→
　　　　　　　　  藤田 小夜子次期会長
■親　睦　会：▶司会:日吉 和代Y’s
　　　　　　　  場所：広小路町 ムクゲ
■感謝状盾贈呈：▶藤田 小夜子次期会長
■食前の感謝：▶日吉 和代Y’s
■乾　　　杯：▶岡田 美喜子会長
■閉会　挨拶：▶藤田 小夜子次期会長

該当者なし
6/21 大村Y's
6/25 鈴木Y's

5 月の例会報告　

会報・広報委員長　石川 敏也

　2017 年5 月16 日、レストランじゅんでの3 回目の例会。
定刻18 時30 分に鈴木ワイズの司会により岡田会長の点
鐘、開会挨拶、ワイズソング斉唱、ワイズの信条、会長挨拶、
ゲスト・ビジター紹介、誕生日・結婚記念日祝とテンポよ
く進行していきました。結婚記念日祝では大村夫妻が50
周年、渡邉夫妻が40 周年と、バツイチの私としては信じら
れないほどの長い時間を共有してきたカップルに感動で
す。その後、食前の感謝、会食と滞りなく進み、いよいよ本
日のメインイベントである卓話。何がメインイベントかっ
て、お題が「はかるからわかる健康づくり」。三島市健康づ
くり課から2 名の保健師（千葉 牧子氏・田中 綾美氏）に来
ていただいて、何やら特殊な機械とプリンターを設置。体
脂肪やその他諸々を計ってくれる機械だそうで、普段から
健康には無関心を装うっている私としましては、まさに不
健康な状態が白日の下にさらされてしまう恐怖の例会で
した。診断の結果はやはり良くない数値。光永ワイズと数
値の悪さを競い合って笑いに変えては見たものの、お互い
内心は穏やかではなかった筈です。他のメンバーはという

と、皆さん年齢の割に
なかなかの健康的な
数値で驚きました。や
はりこれもワイズ効
果なのでしょうか。
これからも出席第一
で頑張ろうと思った
次第です。例会はさら
に、書記・委員会報告、

スマイル報告、出席率報告と続き、光永ワイズの閉会の言
葉と岡田会長の点鐘で無事閉会となりました。司会の鈴木
ワイズ、お疲れ様でした。



THE Y'S MEN'S CLUB OF MISHIMA

1 年を振り返って

会長　岡田 美喜子

　40 代会長を拝命して、目標はただ1 つ。
「絆」を深めること。
　入会4 年目にして、大役が回ってきまし
た。
　ワイズメンになって3 年間、例会等に参
加させていただいて、例会や役員会での
いさかいや、話をしても私語が多く誰も
話を聞いてくれない、参加しても楽しい

と思えることがなく、仕組みも決まりも良くわからないまま、そ
れまで参加していた会との違いに戸惑い、半ば義務的に参加し
ていた会という思いでした。
　会長主題「出会いと絆に感謝しよう」。
　本当は、メンバーが相互に思いやりを持って、相手のことばに
耳を傾けることができたら、もっともっと楽しい会になるのだ
ろうという希望だけは持っていましたが、会長になってもなん
となく1 年が過ぎるのだろうと思っていました。
　しかし、同時期に入会した前会長が、37 代会長に引き続き年度
当初に退会することになり、就任早々私に転機が訪れました。会
長職を教えてくれる仲間がいない。そんな失意の私を、気遣い後
押ししてくれたのは、ほかでもなくメンバーのみなさんでした。
　他クラブの初例会にたくさんのメンバーが参加してくれたお
陰で、会長として心強く、三島クラブの団結を他クラブに示すこ
とができました。さらに、合同初例会では2 名の入会式を行なう
ことができ、例会・CS 活動等に多くのご参加をいただきました。
なにより、出席率の悪い私を、暖かく見守り盛り立ててください
ました。
　他団体からも、ワイズメンズクラブの会長としてお声がけ頂
くこともあり、会長としてメンバーから求められたものは、三島
ワイズメンズクラブの市民の方々への周知でしたので、一定の
役割は果たせたものと思います。藤田次期会長に、良い流れで引
き継いでいけるものと思います。
　会議は短く私語はつつしみ、活動は楽しく、悪口は言わない。人
間ですから毒を吐きたいときもありますし、私自身まだまだで
すが、何とか楽しく一年を終えることができました。
　次期は創立40 周年実行委員長として、役割を果たして行きた
いと思います。
　メンバーのみなさま、メネットのみなさま、富士山部をはじめ
各ワイズメンズクラブのみなさま、そして家族に感謝したいと
思います。一年間ありがとうございました。そして、これからもよ
ろしくお願いします。

この1 年を振り返って

A 副会長　藤田 小夜子

　思い起こせば覚悟の年の始まりが、 昨
年のまだ寒い3 月のはじめ、御殿場の東山
荘での「次期会長・部役員研修会」に会長
でも無い私が、岡田次期会長と共に副会
長として参加させて頂いた。何もわから
ずに、ボランティアが出来るからと誘わ
れるままに入会し、ただ真面目に、例会、行
事、イベントに参加してきただけだった

ような気がする。
　そんな私が次次期会長としてやってゆけるのだろうか？と、
とても不安に駆られて、一年早いけれど、勉強させてもらおうと
一念発起したのが研修会でした。次期岡田会長は現役の公人、力
量はあるけれど時間が無いことが多々起こるだろう事は、予測
出来たから。そこをサポートしてゆくのが、メンバーであり、副会
長の役目だなんて柄にも無く、この一年間縁の下の力持ちとし
てやって行けたらなと・・・。
　今年度、合同初例会から始まり、今年は他クラブのメンバーと
顔を合わせる機会が特に多かったような気がしたのは、自分な
りにチョットだけ他クラブの良いところを見習いたい、三島ク
ラブを何とかしたいという気持ちの表れだったかもしれない。
果たして岡田会長を初めメンバーを支えられたのかは疑わし
い。行事の企画の度に行政との関わりであったり、地域や、施設と
の交渉事には、会長の力におんぶにだっこで、流石、会長と感心し
た事は言うまでもありません。そして、次年度の一大イベント40
周年記念例会に向けて忙しい中の準備委員会、実行委員会とメ
ンバーの結束力を大いに期待し、感謝をしています。

1 年を振り返って

書記　相川 毅

　岡田会長の下1 年、書記を
務めさせていただきました
が、昔のことが何も思い出せ
ず大変執行部・メンバーの皆
様にはご迷惑をおかけしま
した。その中でも、直前書記
の石川さんにはすべての面
でお助けをいただき感謝申
し上げます。自分の中で三島

クラブらしさと感じていた「誠実」「実直」という部分について自
分も、そしてクラブも変化し、ずいぶんと「なあなあ」になってお
り、メリハリが全然ないとここ数年感じていたので、岡田会長を
補佐する立場としてこの点を改善したいと考え取り組んだつも
りでしたが、ほとんど改善できず猛反省しております。
　ということで、この1 年を岡田会長とすべてのメンバーに感謝
し、とりあえず一度書記の務めを終わらせていただきたいと思
います。ありがとうございました。

20th 東日本区大会に参加して

会長　岡田 美喜子

　これまで日程が合わず、東日本区大会
に参加したことがありませんでした。
　今回は、会長として最後の仕事と思い、
東日本区大会に照準を合わせて日程を組
み、三島クラブ10 人・大村メネットとと
もに、意気込んで参加させていただきま
した。
　大会は6 月3 日4 日の2 日間。2 年前に

完成したという「ウエスタ川越」で開催されました。
　1 日目は、午前中に会議室で年次代議員会が開催され、定数69
人中、出席者57 人、委任状12 人があり、すべての議案に賛成多数
で承認がされました。
　午後からは、大ホールでオープニングセレモニーに続きバ
ナーセレモニーがあり、参加58 団体がそれぞれのバナーを掲げ
て舞台に並びました。その後、開会式、東日本区アワー①( 年次報
告・部長報告など)、記念講演が行なわれ、東日本区の活動内容や
取組みが発表されました。
　夕方になって、会場を多目的室に移し、晩餐会がもようされま
した。晩餐会の終盤には、三島クラブ創立40 周年記念例会のア
ピールもさせていただきました。アピールは、横断幕はもちろん
ですが、三島商工会議所の法被を着用し、頭には「みしまるくん」

「みしまるこちゃん」のお面を着け、農兵節の音楽をバックにPR
させていただきました。400 人以上が参加している晩餐会でした
ので、どこまでみなさんにアピールできたかはわかりませんが、
三島クラブの面々は満足そうでホッとしました。帰りには、他の
クラブの方々が「みしまるくん」たちのお面を喜んで着けてくだ
さっていたので、お面を用意してくれた三島市役所職員にも「三
島をアピールしてくるからね」という約束を果たすことができ
ました。
　2 日目は、東日本区アワー②のなかで、理事・役員の引継ぎ式
のほか、表彰式も行なわれました。三島クラブは、メネット事業優
秀賞をはじめ会員増強事業EMC-C( 出席率) 優秀賞、会員増強事業
EMC-M( 新入会員獲得) 努力賞、地域奉仕事業CS 献金達成賞・CS
写真コンテスト優秀賞、国際・交流事業BF 献金達成賞・TOF 献金
達成賞・RBM 献金達成賞を受賞することができました。メネッ
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ト事業優秀賞は、舞台で利根川理事から直接表彰していただき
ました。
　今回は、初めての東日本区大会参加に加え、バナーセレモニー
や表彰など貴重な経験をさせていただきました。
　40 周年記念例会のアピールの準備をしていただいた方、写真
を撮っていただいた方、そして車を出していただいた方、運転し
ていただいた方、宿泊先を確保してくださった方などなど、参加
された三島クラブのみなさま、大変お疲れ様でした。
　個人的には、帰りにみなさんで川越の町を散策し、うなぎを食
べたことが一番楽しかったです。

東日本区大会に参加して

A 副会長　藤田 小夜子

　 ワイズメンズクラブの一員にさせて頂
き、10 年目を迎えた。初めての東日本区
大会の参加は、北の地、北海道は十勝ワイ
ズメンズクラブでの開催でした。 そこか
ら今回の川越までで7 回参加させて頂き、
その都度、開催クラブと協力クラブのバ
イタリティーに圧倒され、感動してきま
した。開催クラブのメンバー数を知った

時、決して多いクラブばかりでは無かった。今回の川越クラブに
してもしかり。一人一人の持ち場、立ち位置がきちんと把握され
ていることがいかに大切かは自ずと決まってくる。
　大会は6 月3 日( 土) ウエスタ川越にて 午前中は年次代議員会
に岡田会長、メネットアワーに大村メネットの出席。午後からは
岡田会長以下10 名大村メネットと総勢11 名の出席にてオープ
ニング、バナーセレモニーと進み、我が三島クラブ岡田会長の登
壇は立ち位置が舞台中央で見栄えが良くて晴れやかでした。開
会式 開会宣言・点鐘から来賓祝辞と続きメモリアルアワーは毎
年胸に寂しさが去来する。特に今年は偉大な先駆者の竹内ワイ
ズ、同じ熱海グロリークラブの谷口ワイズの2 名は・・・。
　東日本区アワー(1) の後休憩し、晩餐会はメンバーのテーブル
がバラバラで懇親会らしくて、良かったかな？そして、我が三島
クラブとしてのメイエベント「創立40 周年記念例会」のアピー
ルタイム。この日のこの時間の為にメンバーの隠れた努力が日
の目を見た！ここから始まる！そんな思いで岡田実行委員長の
PR を聞いていた。( 因みに手前みそかもしれませんが、三島クラ
ブのアピールが一番よかった？と思えました( ̂ ω )̂・・・)
　何としても、来期の「創立40 周年 記念例会」を成功裡に修め
たい。そんな思いがいっぱいでした。そのあと、夜風にあたりなが
ら居酒屋にたどり着き、会長、相川、石川、小野、光永、渡邉、藤田、
沼津クラブの大村ワイズの8 名で二次会を楽しみました。
　明けて4 日( 日)、東日本区アワー(2)。事業主任・メネット委員長
報告、各種表彰式。やっぱり、数にはかなわない！三島クラブだっ
て頑張ってるんだけど・・出席率だって・・なんて羨ましいと思っ
てるところ、メネット委員長賞が戴けた!! メネットとメン女性メ
ンバーの共同参画による料理教室、その他に対しての顕彰です。
メンバーが少なくたって継続事業に意義があった！小さくたっ
て頑張りの精神に感謝です。先の大会の時も話し合ったけれど、
我がクラブも表彰の対象に値するような献金とか事業とか方向
性を変えて張り合いのある、このクラブに入ってみたいと思わ
れるような、 魅力のあるクラブにしてゆきたいとつくづく実感
しました。
　終わって小江戸川越を散策。おいしいと評判の鰻重で昼食を
取り( 三島の鰻の方が皆の口に合う？)、2 台の車に分乗して帰途
につきました。大村夫妻は電車での別行動でした。参加されたメ
ンバーの皆様お疲れさまでした。

第20 回東日本区大会で「メネット表彰」

メネット委員長　大村 知子

　区大会2 日目の東日本区アワー②の各
種表彰式においてクラブ表彰の大トリで
あるメネット表彰として三島クラブが相
磯メネット委員長より発表され、岡田会
長がさっそうと登壇しました。ウエスタ
川越の会場では藤田ワイズ、渡邉ワイズ
も笑顔で見つめていました。もちろん私
も大村も。

　表彰理由はメネット企画の料理教室やTOF 例会の食事つくり
を女性ワイズとの協働により実施したことでした。従来、この賞
はメネット会が活発に活動しているクラブが受賞していました
ので、三島クラブが表彰対象になったことは意義深いと思いま
す。女性会員が増え、ますますメネットが減少し、メネット会がな
いクラブ（富士山部でも現在は０で部長がメネット連絡員兼任）
が多い現状にあって、メネット主導で女
性ワイズとの協働で活動するという活
動方法が注目されたからです。
　 ? 三島クラブならでは’ のこれらの活
動は、相川明実メネットの協力がなけれ
ば実現できなかった企画ですし、背景に
はワイズ農園の存在もあり、多様な力を
それぞれが惜しみなく発揮・奉仕してい
る証として、メンもメネットも皆が誇る
ことができる受賞だと思います。
　表彰式後に次期メネット委員長を引
き継いだ私としてもこれからのメネッ
ト活動のあり方への後押しをしていた
だき、うれしい限りです。

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

　私は、前述のとおり熊本YMCA での31 年間に、多くのワイズの
方たちから育てていただきました。この関係性の大切さを身を
もって体感できたことはYMCA スタッフとしての何よりの賜物
となっています。感謝に堪えません。一方で、「与えられるよりは、
与えるほうを」と考えるようになったときに、受け止めるだけで
は成長にブレーキがかかるようにも思えたときがありました。
その時に考えたことは、一歩ではなくとも、「半歩踏み出してみよ
う」ということでした。2017-2018 年度に、ワイズメンズクラブ
東日本区理事になられる栗本次期理事は、具体的にEMC を前面
に出した目標を標語とされています。私たちワイズメンズクラ
ブとYMCA にとっても大切なことは、目に見える働きを「半歩踏
み出してみて実行する」ことだと思っています。2009 年間から
在籍させていただいた、関東東部の東京ひがしクラブでは、東京
YMCA 東陽町センターの地域での働きに連動して行くことの素
晴らしさを学びました。そして、2011 年の東日本大震災発生後
は、ワイズメンズクラブの持っている、ネットワークをさらに上
回る、ネットワーキング型の機動性にとんだ働きを垣間見て、自
分自身もワイズメンズクラブとYMCA の「架け橋」としての働き
を日本YMCA 同盟東日本大震災支援対策室長として進めてまい
りました。架け橋とは東日本区大会が、岩手の花巻で開催された
際前後に訪れた新渡戸稲造記念館で新渡戸稲造が、「我、太平洋の
架け橋とならん」と志を立てた言葉から影響を受けたものでし
た。どこまでできてきたのかは、今でも熟知たる思いもあります
が、いつもワイズの皆さんからの多くの励ましの中で歩んでこ
られたことは何よりも幸いでした。これは、東日本区に限らず、西
日本区の皆さんとの関係性においても同様であったことをいつ
も思い出します。これまで、YMCA とワイズのことを拙く1 年近
くにわたってお伝えしてきましたが、今後の私自身のビジョン
と時間の使い方を最後にお知らせしたいと思います。学習時間
は25%、他の人の良いところをまねるのは25%、そして実際に実
行して新たな目標を達成するために費やす時間を50％といたし
ます。まずは、12 月の三島クラブ40 周年までの道筋として試行
していきます。限りある、与えられた生命を、最大の賜物とするた
めに、用いていただけることを幸いに思います。いつもありがと
うございます。感謝と御礼を申し上げます。



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！

　いて▶記入用紙の配布ができていなかったので、役員会及びML等で
　配布。今月を期限に提出お願いします。
■議題：次期事業計画（案）及び会計予算（案）承認の件▶次期事業計画
　及び会計予算（条件付き）は承認されました。
■議題：富士山部第一回役員会・評議会出欠の件　出席義務者　藤田会
　長／渡邉副会長／日吉副会長／相川書記／青木会計／鈴木富士山部
　国際交流事業主査▶欠席　相川・渡邉　（委任状必要）
■議題：「社会を明るくする運動」各行事対応の件・7/1 ポスター表彰　
　（岡田直前会長出席）・7/3 街頭宣伝　参加者確認・7/11 「ふれあいス
　ポーツ交流会」（藤田会長出席）▶ポスター表彰及びふれあいスポー
　ツ交流会は祝儀（10,000円）用意
■議題：7月第一回役員会の件　7/3（月）の街頭宣伝終了後に親睦会を
　含めて行いたい▶承認。場所は検討。
■議題：富士山部各クラブ初例会の件（第一回役員会でもOK）▶7/10 伊
　東クラブ（暖香園ボウル）・7/14 沼津・三島・御殿場合同（東山荘）・
　7/19 下田クラブ（下田東急ホテル）・7/24 熱海クラブ（KKRホテル熱
　海）・7/25 富士・富士宮合同（パテオン）・7/26 熱海グローリークラブ
　（KKRホテル熱海）時間は18:30～（但し富士・富士宮合同のみ19:00
　～）
会計（青木会計）
■報告：特になし
CS・BF委員会（鈴木委員長）
■議題：今月の農園事業について▶委員長欠席のため報告等なし
EMC・YMCA委員会（大村委員長）
■報告：メンバーからの情報は今月もなし。案内パンフレットを活用
　し、勧誘活動することを全員にお願いしたい。入会につながる可能性
　のある方についての情報収集をする。広くゲストを招くように呼び
　かける。
■議題：会員増強について反省と今後の勧誘方法について▶来期に向
　けて最重要課題として取り組みます。　
IBC・DBC委員会（青木委員長）
■議題：特になし
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▶例会・定時総会・親睦会承認（感謝盾
　については制作日によるので調整中）
親睦委員会（日吉委員長）
■報告：親睦会実施 参加者8名　誕生日（大村　6/21, 鈴木　6/25）・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▶YMCA番外編：光永OK、例会報告：杉村、東日本区大
　会（40周年アピールを含めて）：岡田会長、東日本区大会（次期会長と
　して）：藤田、1年を振り返って：岡田会長、1年を振り返って（短めに）：
　藤田・相川・青木、メネット受賞について：大村メネット
メネット委員会（大村委員長）
■報告：東日本区メネット絵本寄贈プロジェクトに献金（3000円）、6/9 
　メネット委員会絵本プロジェクト発送作業＠YMCA同盟に参加
40周年準備委員会（石川委員長）
■報告：東日本区大会アピールタイムの成果について・6/11（日）：絵画
　コンクール配布資料の準備・杉山先生のところへ再訪問予定・次回の
　40周年事業委員会は6/29（木）19:00に開催予定

2017年6月 第12回 役員会議事録

日　　時：2017年6月8日（木）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
■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　不二見地蔵様祭　（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） 富士山YMCA10周年記念行事＠富士山YMCA光永
■05/16（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　SMILE11,500
　円 出席率92% メーキャップなし 修正出席率92%
■05/17（水） 街中だがしや楽校2017運営協議会　第3回　岡田・藤田　
　2名
■05/20（土） 農園作業　草取り　大村・大村メネット・小野・鈴木・杉
　村・渡邉・藤田　メンバー6名・メネット1名
■05/20（土） 恵明学園生と韮山イチゴ狩り　大村・大村メネット・日
　吉・藤田　メンバー3名・メネット1名
■05/21（日） 富士山部役員会（岡田）・評議会（岡田・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　
　藤田・渡邉・日吉・相川・石川・大村・鈴木　8名
■05/22（月） 宮澤家通夜　藤田・大村・岡田　3名
■05/23（水） 40周年実行委員会　岡田・藤田・石川・青木・日吉・光永・渡
　邉・相川　8名
■05/24（水） 40th絵画コンクール審査員長依頼（杉山明博氏）　岡田・
　藤田・青木・大村メネット　メンバー3名・メネット1名
■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・大村3名
■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　大村・光永・小野・藤田・青木・石川・日吉・渡邉　8
　名
■05/29（月） 次期会計予算案検討　藤田・青木・相川　3名
■06/3-4（日） 東日本区大会＠川越　岡田・藤田・青木・石川・大村・渡邉・
　鈴木・小野・光永・相川・大村メネ　メンバー10名・メネット1名
今後のスケジュール
■06/08（木） 6月度役員会（新旧合同）
■06/09-11 西日本区大会　光永
■06/09（金） 東日本区メネット委員会　大村メネット
■06/11（日） 見晴学園　奉仕作業（草取り予定）　9:30～（岡田・藤田・
　青木・日吉・大村・渡邉　6名予定）
■06/11（日） 40th　絵画コンクール学校配布資料準備＠大村邸　
　13:30～（藤田・青木・渡邉・大村・小野・日吉　6名予定）
■06/15（水） だがしや楽校 全体会　19:00～市民活動センター岡田・藤
　田
■06/20（火） 三島クラブ6月度例会＠三島市民活動センター4F第三会
　議室
■06/30（金） だがしや楽校　大社の杜　終日予定（チラシ配布作業
　40,000枚） 岡田・藤田
■07/01（土） 富士山部第一回役員会・評議会＠熱海YMCAセンター　藤
　田会長・日吉副会長・青木会計・鈴木事業主査・相川書記・渡邉副会長
　は欠席のため委任状送付
■07/01（土） 社会を明るくする運動　ポスター表彰　岡田直前会長出
　席（藤田会長部役員会出席のため代理）
■07/02（日） 恵明学園　七夕まつり　（概要確認中）
■07/03（月） 社会を明るくする運動　街頭宣伝　17:00-
■07/03（月） 第一回役員会　（街頭宣伝終了後）・親睦会
■07/05（水） 第一回東日本区メネット委員会＠YMCA同盟（大村メネッ
　ト委員長）
■07/08（土） 東日本区役員会＠YMCA同盟（大村メネット委員長）
■07/11（火） 第67回社会を明るくする運動「ふれあいスポーツ交流大
　会」 8:00- 長伏グラウンドC
■07/14（金） 7月合同例会＠東山荘
協議事項（岡田会長/相川書記）
■議題：今期事業報告・決算見込報告　承認の件▶事業及び決算とも承
　認されました。（決算は見込み、最終決算は書面で全メンバーに配布）
■議題：会則検討の件（慶弔規定・会費規定・メーキャップ／第二例会に
　ついて等）▶会費の関係も有り、次回以降へ持ち越します。
■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

在籍者 13名 メネット 1名

出席者 12名 ゲスト 2名

出席率 92％ ビジター 0名

メーキャップ 0名 スマイル 11,500円

修正出席率 92％ スマイル累計 114,083円

総出席数 15名 プルタブ 0g


