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「わたしの恵みはあなたに十分である。」 コリントの信徒への手紙二 12章9節
使徒パウロは自分に障害があることで、恵みは不足していると思っていました。障害がなくなれば「十分足りている」状態になると考えて、その障害
を取り除いてくださいとキリストに懇願しました。ところが、キリストは「わたしの恵みはあなたに十分足りている」とおっしゃったのです。それは、
障害という弱さを我慢しなさい、とおっしゃったのではありません。むしろ、「あなたの弱さこそわたしの力なのだ」とおっしゃった言葉なのです。

強　調： ユース

8 月 納涼例会報告

会計　青木 利治

　8月は納涼例会の月です。8月11日（土）、納涼例会を実施
いたしました。会場は御殿場の東山壮であります。私は久し
ぶりに御殿場線に乗って行きました。御殿場駅に光永ワイ
ズが迎えに来てくれまして、帰りも送って頂き大変助かり
ました。納涼例会は親睦委員会が主催の光永ワイズの手配
で、東山壮のため楽しく参加することができました。当日は
近く入会する岩田君と大隅さんがインビテーションとし
て参加して頂き、山口夫妻とその子供達も参加してくれま
した。御殿場クラブから前原さんをはじめ３名と富士宮ク
ラブの山本会長夫妻とコメットと台湾研修生の２名とメ
ンバー２名三島クラブのメンバー・メネットを入れて総勢
２６名になりました。やはり下界に比べると涼しく、木々に
囲まれてのバーベキューは気持ちをリフレッシュでき、美
味しい野菜とお肉を堪能することができました。。参加した
みな様がなごやかなひと時を過ごすことができ、台湾の研
修生の女性も打ち解けて食べてくれて楽しくコミュニケー
ションをとれました。そして、富士宮クラブよりお酒を頂
き、藤田会長よりスイカを差入れしてくれました。例会中、
西日本豪雨災害の献金を参加したみな様より協力をいただ
いたことを報告します。夏は涼しいところが良いです。ま
た、来年もよろしくお願いしたいと思います。

受 付：鈴木 忠雄Y's／司 会：青木 利治Y's

2018年9月通常例会 ： 2018年9月18日（火） 18:30～20:30  会場：松韻

Happy Birthday  >>>>
Happy Anniversary >>

◆開会点鐘
◆開会の言葉
◆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
◆入会式：岩田 守央君
◆誕生日・結婚記念日祝
◆食前の感謝
◆会　　食
◆卓　　話

◆書記報告
◆委員会報告
◆スマイル・出席率報告
◆閉会の言葉
◆閉会点鐘
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「ワイズメンズクラブの
歴史と現状について」

東日本区直前理事 栗本 治郎Y's
書記 相川 　毅Y's
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第 11 回街中だがしや楽校 in 三嶋大社に参加して

会長  藤田 小夜子

　 猛暑の中、子どもたちの夏休み最後の日曜日8月26日
に、第11回目となる「街中だがしや楽校が開催された。前日
25日、1時からワークショップに出店する団体、運営協議
会、その他関係者が参集して指示に従って様々な準備をお
こなった。三島クラブからは大村ワイズ、長澤ワイズ、藤田
の3名が参加した。明けて当日、26日朝8時から大社へ集合
すると既にメンバーが荷物を降ろしたり、テントを張った
りと準備を始めて居てくれてた。昨年同様、本部前で当日の
段取りの説明、注意事項等々あり、各々のブースに戻りワー
クショップの用意をし、オープニングのセレモニーに出席
しいよいよ「だがしや楽校」の始まりです。
　我がクラブが子どもたちにしてもらう今年の課題は「災
害時に避難所等で使える、簡単に出来るスリッパ作り」の体
験作業でした。材料はというと、身近,手頃にある新聞紙を
使っての子どもたちの得意とする折り紙の延長上にある作
品です。新聞紙だけでは派手さが無く、水性のカラーマー
カーで好きな色と絵でコーディネートしてチョットだけ可
愛くマイスリッパを作ってもらい、足の裏の部分には実際
に段ボールとかプチプチロールのようなクッション材を入
れて強化したりして説明をしながらの作業は子どもや、親
御さんと触れ合う数時間がとても楽しいひと時でした。看
板の宣伝だけでなく、皆で親子に声掛けをして、呼び込みを
する人、子どもたちに指導をする人と交互に交代して時間
も瞬く間に過ぎ去った。私の印象に残ったのはインドの親
子。母親に日本での時間を訪ねると26年目とのこと。上の
兄姉は大学、高校生だという。スリッパに挑戦してくれた子
は小学3年位？お母さんが手伝いたい素振りをされると子
どもは手を払いのける。どこの国の親子も一緒か？次の親
子は千葉県の旅行帰りで「だがしや楽校」の広告を見たと
言って、田町駅下車で寄ってくれたそうです。時間も終盤に
近かったので親子ともに体験、挑戦してもらいました。いつ
使うか、なぜ新聞紙か、なぜ底に段ボールやクッション材を
入れるか、テープは何のために貼るのかと事細かに説明し
て、「三島に寄った土産にお子さんのPTA活動に活かしてく
ださい」「良い記念になりました。早速、帰ったら皆に教えて
あげようと思います」なんて会話ができました。日大の高校
生とも準備の段階から知り合って、スリッパ作りにも挑戦
してくれ、話のついでに農園の収穫時には呼んで欲しいと
言われ、そんな約束までしてしまいました。
　全てのメンバーが参加、協力の下、滞りなく閉会式も片つ
けもスムーズに終えることが出来ました。ただ思ったほど
収客力に欠けたかと思われるけれど、手前味噌かも知れま
せんが、今年は今までに増して災害に見舞われた日本列島
には避難所を利用する人たちが多い中、三島クラブの「だ
がしや楽校」に出題した「手ごろな材料で、簡単に出来るス
リッパ」の取り組みは決して無駄ではなく、良い試みを投じ
たと思います。メンバーの皆さん猛暑の中お疲れ様でした。

親睦副委員長　光永 尚生

　今年の街中だがしや楽校では、三島クラブでは防災体験
というテーマで参加した。身近にあるものから、防災を考え
るということを念頭において実施。材料は、ずばり、新聞紙。
新聞紙を使用した、避難所でのスリッパつくりを行った。
　1足のスリッパを制作するのに片方で2枚の新聞を用い
て、両方で4枚の新聞紙の準備で行った。予め、200足分を準
備しておいたが、子どもたちは、すぐに見よう見まねで作り
方を覚えてくれた。以下は簡単な作り方解説。
①新聞紙を2枚重ねる。②2つ折りの折り目をつける。③両
面片方ずつを1/4折にする。④90度向きを変えて、1/3同じ
面で折る。これで、だいたいのスリッパの形はできあがり。
この後は、スリッパの先端を△に内側に折る。最後にテープ
で留める。クッションとして、プチぷちビニールを入れるこ
とと段ボールを入れることなど。完成後は、子どもたちに好
きにお絵かき三昧で大満足。
　この取り組みは、普段の取組みがいざという時に役に立
つものであると考えている。三嶋大社の境内での取り組み
であるが、当日は三島市以外からの来訪者から「このような
取り組みができる機会はよいと思う、」いうお褒めの言葉を
いただいた。三島クラブとしては、お褒めの言葉に弱い為、
ついついにっこりした瞬間であった。これからも、ワイズメ
ンズクラブとして、地域奉仕活動でメンバーの活躍できる
働きを考えていきたい。感謝。

第 12 回東レアローズカップバレーボール大会

CS・BF 委員長　岡田 美喜子

　 9月8日（土）、三島市及び近隣市町の小学生、男子4チー
ム、女子10チームが参加して開催された「東レアローズ
カップバレーボール大会」に今年も協賛させて頂き、試合を
応援するとともに子どもたちや東レアローズの選手、関係
者のみなさまに飲み物を提供しました。
　9月6日（木）、この事業の窓口をして下さっている山本
さんを東レ体育館に訪ね、打ち合わせをしました。今年は、
開会式と閉会式は東レ体育館で行われるものの、試合は東
レ体育館と長泉町立南小学校に分かれて予選が行われる
為、ジュースを提供する11時から14時の間に東レ体育館に
戻ってこない女子チームが4チームいることがわかりまし
た。山本さんと相談の末、その4チームには監督会議の際に
個別包装のジュースを渡すことになりました。
　アローズカップ当日、8時30分から開催された開会式で
は、藤田会長がご挨拶の機会をいただき、ワイズのPRを兼
ねて選手に熱いエールを送りました。飲み物の提供は、今
年も東レ様より氷を頂戴し、冷たいジュースを一人ひとり
に手渡し、交流することができました。今回は、個別包装の



ジュース60個と飲み物券187枚分の提供をしました。ア
ローズカップ協賛の本来の目的は、ジュースを提供するこ
とだけでなく、子どもたちや東レアローズの選手、関係者の
方々との交流が大事な事業です。三島クラブメンバーの参
加状況により東レ体育館でしか飲み物の提供ができず、結
果として4チームとの交流をすることができませんでした
が、今年も元気な子どもたちと楽しい時間を共有すること
ができました。

御殿場ワイズメンズクラブ納涼例会参加報告

親睦副委員長　光永 尚生

　 9月13日（木）は恒例の御殿場ワイズメンズクラブ納涼
例会の日。日程の関係で、藤田会長、富士山部渡邊部長と光
永で参加した。
　三島の納涼例会は昼の部であった
が、秋の到来が感じられる夜の部で実
施された。この夏の活動報告は御殿場
クラブの若林会長からのご挨拶と合
わせてご発声され、御殿場クラブパ
ワーが垣間見られた。8月例会、施設
の夏祭りのへ参加や御殿場市の夏祭
りでの奉仕BF活動など、様々な形で
の取り組みが参考になった。先月入会
されたメンバーも打ち解けた雰囲気の中で積極的に例会
に参加されていたのは印象的であった。やはり、楽しい交
わり、まじめな奉仕活動、そして何よりも、お互いの交わり
の継続が大切ではないだろうか。最後に、藤田会長が「準御
殿場クラブ員です」などとユニークに語られ、「三島農園は

御殿場農園になるくらいお世
話になっています」というや
り取りもあったが、近隣クラ
ブとの、「富士山部〜近隣クラ
ブ同士のもうひとつのDBC活
動」はヒントになるだろう。感
謝して報告したい。

第 22 回「ワイズメネットのつどい」のお知らせ

メネット会　大村 知子

第22回「ワイズメネットのつどい（第3回被災地を訪ねて）」
・日時：平成30年10月6日（土）11:00〜17:00
・場所：郡山キリスト福音教会　福島県郡山市菜根3-14-3
・講演：「福島で生きていく〜「危険」と「安全」の対立する二
　　　つの意見の間で〜」　講師：木田恵嗣氏（郡山キリス
　　　ト福音教会牧師ふくしまHOPEプロジェクト代表）
・「郡山プチ旅行」（猪苗代湖遊覧、世界ガラス工芸館、野口英
　世記念館見学等　17:00郡山駅解散）
・参加費：4,000円（昼食代、観光バス代　他）
・申込期限：9月25日（火）厳守※クラブでまとめて
　詳細案内・郡山プチ旅行資料、問い合わせは藤田会長又は
　大村メネットまで。

大村俊之ワイズの農園作業だより No.2

　9月1日（土）午後13時前から畑全体の除草及びその処理と並
行して堆肥を5名の見晴学園の参加者も加わり畑全面に施肥
を、次いで宮澤先生がいつものように自ら大型耕運機を運転し
て全体を耕作して下さりキレイな畑が出来上がりました。別の
耕作機を駆使して8月に種蒔した人参の続きに、東に向かって
植え付け用の畝を作って下さいました。鍬で一畝ずつ畝を立て
るとすれば日暮れまでかかったことでしょう。
　その頃には御殿場クラブのウィメン6名も到着し、皆で一列
に並んで一斉に先ずブロッコリーの植え付け（11畝）、その東側
にキャベツを植え付けました。そして大根の種蒔きをして、前
半の作業がひと段落、多人数だったので一斉に植え付けができ
非常に効率よく進みました。見晴学園と御殿場クラブの皆さま
の協力に感謝しながら10分間の休憩・給水タイム。雨の天気予
報に心配していたのですが幸い天気に恵まれ、遠くにスカイウ
オークのつり橋と富士山を見ながらしばし腰を伸ばし、最後に
人参の間引きをしました。雨に流されたところや発芽が均等で
なかったところなどを確かめながらの1回目の間引きでした。
今回も宮澤先生は12時前から除草、大量の堆肥の運び込み（3割
くらいは既に施肥もしてお手本が出来ていました）、苗や種の
手配などご多忙の中を前もって準備万端整えて下さいました。
感謝、感謝です。
　15時には作業終了し、次回は9月下旬に2回目の大根の種ま
きと白菜の植え付け、人参と大根の間引き、草取りなどの予定
を確認して解散しました。
　参加者は宮澤先生、三島クラブがメンバー5名（青木・鈴木・藤
田・渡邉・大村）と岩田（9月に入会）、大村Ｍで計7名、見晴学園地
域奉仕が5名、御殿場クラブが6名の総勢19名でした。

YMCAとワイズの働きの事例①～東京YMCA編
　東京YMCAは、1880年に設立された、日本で最初の
YMCAです。ワイズでは大阪YMCAにあたると思います。東
京には、ご存知のように多くのブランチとワイズメンズク
ラブがあります。東京YMCAでは、各ブランチにあるワイ
ズメンズクラブが特長のある地域奉仕活動をYMCAと協働
して行う例が多いと思います。
　東陽町センターには複数のワイズがあり、長くお祭りや
チャリティーランの主体的な担い手としても活動されてき
ました。ほかにも山手YMCAには、学生の寮もあり、そこ
から多くのワイズメンの卵が育ち、今の中心的な多働きを
担っていらっしゃいます。私が在籍しているYMCA東山荘
には、現在閉鎖している会館にあったワイズとリーダーの
OB・OGの皆さんが集い、同窓会的な集まりが年に何組も来
られています。このような、一面的ではない、複数のつな
がりや関わりが、大きな支えとなって、東京YMCAの働き
も支えてくださいます。現在、公益財団法人や学校法人の
理事、役員などに多くのワイズメンが担い手としての尊い
働きを続けられていることは、その一例と言えます。

東日本区担当主事・西日本区連絡主事　光永 尚生

クマちゃん先生のYMCA教室

「ワイズとYMCAの協働って
　　　　何ができるのかな」No.2
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2018年１０月２９日(月）
開 演：18時00分（開場17時30分から）
自由席：3,000円  （前売りのみ）
場所・問合せ先：ＹＭＣＡ東山荘 Tel:0550 83 1133

〒412‐0024 御殿場市東山1052
※収益は広島・岡山のYMCAを通じ直接被災者の皆さまの支援に用います。
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御殿場ワイズメンズクラブ主催
YMCA東山荘・ワイズメンズクラブ富士山部共催
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三島クラブ会長主題：まずは参加！そして継続～更なる躍進（藤田小夜子：三島）

泉体育館は紙パックジュースにて対応予定。最終は明日の打ち合
わせで。■議題：市民すこやかふれあいまつり＠三島市民体育館　
出店内容について（継続検討）▶農園野菜（大根／人参等）・輪投げ
用品は手配済み。景品はこれから検討
農園委員会（大村委員長）
■報告：09/01 農園作業　除草・放肥・大根・人参の間引他　宮澤
様・藤田会長・大村・青木・鈴木・渡邉・大村メネット・岩田様　メン
バー5名・メネット1名・ゲスト2名・御殿場クラブ6名・見晴学園地
域奉仕5名　計19名■報告：9月下旬スケジュール　キャベツ・白
菜の植え付け　大根・人参の間引き・草取り等
■議題：冬野菜苗の植え付け作業日について▶9月例会日に予定
を案内。皆様の協力をお願いします。
EMC・YMCA委員会（大村委員長）
■報告：8月納涼例会にインビテーション2名（岩田様・大隅様）■
報告：9月　岩田様入会式・大隅様インビテーション 大隅様は10
月に入会式
■議題：入会式役割について▶歌を用意（石川Ys）・大村委員長司
会／藤田会長・石川副会長式対応 入会キット手配済み。■議題：9
月以降のインビテーション候補者について情報交換を▶皆様の
情報をよろしくお願いします。
IBC・DBC委員会（鈴木委員長）
■議題：京都クラブとの交流会について▶名古屋近郊での懇親会
について京都から具体案の提示を受けました。11/23-24（金祝・
土）, 11/24-25（土日）, 2019/1/26-27（土日）当クラブとして石
川副委員長よりメンバーに案内し日程調整をする。場所について
は　養老温泉（岐阜）・長島温泉（桑名）・犬山温泉（犬山）・湯の山温
泉（三重）などが候補に挙がっています。
プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
■報告：御殿場クラブより9月親睦バーベキュー例会（9/13 東山
荘）に参加の方はプロドラ委員長まで（9/4限）
■議題：9月プログラム検討▶承認
親睦委員会（日吉委員長）
■報告：誕生日09/29 岡田パートナー■報告：納涼例会会計報告

（08/11）親睦委員会より10,000＋参加費集金金額81,000（会員
3000x7名=21000円 メネット4000x2名=8000円ゲスト4000x2
名=8000円 EMC4000x2名=8000円ビジター4000x9名=36000
円）－バーベキュー食事代（東山荘） 74,520＋飲料代14,138＝
2,342（収入計91,000－支出計88,658）
会報・広報委員会（石川委員長）
■議題：ブリテン原稿依頼の件▶1.原稿依頼・街中だがしや楽校：
光永・納涼例会報告：青木（済）・東レアローズカップ：岡田・チャリ
ティ寄席in御殿場の告知・その他活動事業の報告 2.連載記事・農園
作業：大村（済）・YMCA：光永
メネット委員会（大村委員長）
■報告：【8月活動報告】・08/05 農園作業 人参の種まきに参加　
大村M・08/11 納涼例会参加 大村M・長澤M・08/26　街中だがし
や楽校見学 長澤M 【9月以降スケジュール】・09/07 第二回東日
本区ワイズメネット委員会@四谷YMCA・10/06 第22回ワイズメ
ネットのつどい＠郡山 例会への参加・農園作業に協力
■議題：第22回東日本区「ワイズメネットのつどい」10/06（土）
＠郡山の広報について▶11:00集合・17:00解散 猪苗代湖遊覧等
予定有り
40周年実行委員会（岡田委員長）
■報告：決算報告を作成中。できあがり次第、最終になるであろう
委員会を開催する予定です。

2018年9月 第3回 役員会議事録

日　　時：2018年9月4日（火）19:00〜21:30
場　　所：大村 俊之Y's邸
出席数：10名中7名（藤田会長〇/日吉A副会長・親睦●/石川
B副会長・会報広報〇/相川書記〇/長澤副書記●/青木会計
●/岡田CS・BF〇/大村農園・EMC・YMCA〇/渡邉プロドラ〇
/鈴木IBC・DBC〇）＋光永・大村メネット　計9名
活動報告
■08/01（水） 40周年記念誌配布（市長・市議会議長）
藤田会長・岡田実行委員長　2名
■08/01（水） CS事業：市民すこやかふれあいまつり実行委員会
＠社会福祉会館　岡田1名
■08/05（日） 農園事業:人参種まき 藤田会長・大村委員長・青木・
鈴木・長澤 5名 大村M・宮澤様 計7名 (済)
■08/07（火） 第二回役員会＠大村様邸
藤田会長・日吉・石川・相川・青木・大村・渡邉・長澤・光永・大村M メ
ンバー9名・メネット1名
■08/09（木） CS事業：街中だがしや楽校全体会＠市民活動セン
ター 岡田1名
■08/09（木） 御殿場クラブ8月例会　藤田会長　1名
■08/11（土） 三島クラブ8月納涼例会＠東山荘　26名
メンバー7名（藤田会長・青木・石川・大村・長澤・日吉・光永）メネッ
ト2名（大村M・長澤M）山口夫妻・お子様3名 インビテーション岩
田様・大隅様 ビジター御殿場クラブ3名（前原様・山本様・岩田様）
ビジター富士宮クラブ7名（山本会長様・石川様・宮崎様・山本メ
ネット・山本コメット・リオ様・リン様（台湾研修生））　出席率64%　
修正出席率100％（メーキャップ相川・渡邉・岡田・鈴木）　スマイ
ル16,550円　西日本豪雨災害支援金　5,667円
■08/25（土） CS事業：街中だがしや楽校準備
藤田会長・岡田委員長・大村・長澤　4名
■08/26（日） CS事業：街中だがしや楽校＠三嶋大社
藤田会長・岡田CS委員長・青木・石川・大村・鈴木・長澤・光永・渡邉・
相川（準備のみ）メンバー10名・　長澤M　計11名
活動予定
■09/01（土） 農園作業　除草・放肥・大根・人参の間引他
宮澤様・藤田会長・大村・青木・鈴木・渡邉・大村メネット・岩田様　
メンバー5名・メネット1名・ゲスト2名・御殿場クラブ6名・見晴学
園地域奉仕5名　計19名
■09/04（火） 9月度役員会
■09/06（木） 熱海YMCA9月理事役員会　藤田会長・鈴木
■09/06（木） 富士山部ワイワイ談義 20:30〜
熱海カサブランカ　3,000円会費　藤田会長
■09/08（土） 東レアローズカップバレーボール大会
藤田会長・岡田・大村・石川・長澤・藤田・青木・渡邉
■09/18（火） 三島クラブ9月例会@松韻　岩田守央様入会式
■09/30（日） 富士山部　部大会＠ニューウェルサンピア沼津
協議事項（藤田会長/相川書記）
■報告：日吉Ys入院中。クラブより規定のお見舞いを拠出（5,000
円）
■議題：10/29（月）御殿場クラブ主催「三遊亭小遊三のチャリティ
寄席」開催の件・富士山部に共催依頼があり、請ける方向で検討
中・チケットは1枚3000円、チラシ等でき次第配布、各クラブに協
力要請。▶富士山部共催・行けるメンバーは協力をお願いします。
チケットについては光永Ysまで。売り切れ時はすいません。
会計（青木会計）
■報告：会費は入金済み・入会金手配・日吉Ysお見舞い用意（5,000
円）■報告：西日本豪雨災害募金を引き続き継続　8月は5,667円
でした。
CS・BF委員会（岡田委員長）
■報告：街中だがしや楽校について、6,000人の参加、お礼状（ブリ
テン掲載）・協賛金10,000円・弁当代1,200円・当クラブブースには
130人来場
■議題：東レアローズカップ大会小学生バレーボール大会（9/8
土）▶明日（9/5）最終打ち合わせ・東レ体育館と長泉小体育館 長

在籍者 11名 メネット 2名 スマイル累計 36,550円
出席者 7名 ゲスト 2名 プルタブ 0g
出席率 64％ ビジター 15名 プルタブ累計 0g
メーキャップ 4名 総出席数 26名 古切手 0g
修正出席率 100％ スマイル 16,550円 古切手累計 0g

三島ワイズメンズクラブ　2018年9月号ブリテン
<発行：会報・広報委員会（石川敏也・相川毅）>掲載内容に関することは
☎090-3566-6494（石川）まで、気軽にお問い合わせください。


