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会　長 藤田 小夜子

今月のことば

A副会長 日吉 和代 B副会長 石川 敏也 書　記 相川 毅 会　計 青木 利治

国際会長：私たちは変えられる（Moon Sang Bong：韓国）　アジア太平洋地域会長：アクション（田中博之：東日本区）
東日本区理事：為せば、成る（宮内友弥：東京武蔵野多摩）　富士山部部長：生き活き！ワクワク！仲間と共に！（渡邉実帆：沼津）主 題

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）

Happy Birthday  >>>>

Happy Anniversary >>

10/9   日吉 Y's
10/20 渡邉 Y's
10/25 光永 Y's
10/25 大隅 Y's

10/21 相川夫妻
10/22 長澤夫妻

会長 藤田 小夜子 Y's
光永 尚生 Y's

出席者一同
司　会

会長 藤田 小夜子 Y's
会長 藤田 小夜子 Y's
司会：大村 俊之 Y's

富士山部部長 渡邉 実帆 Y's
富士山部会員増強事業主査 久保田 康正 Y's

親睦委員会
長澤 武則 Y's

「YMCA とワイズメンズクラブの
パートナーシップについて」

東日本区担当・西日本区連絡主事 光永 尚生 Y's
書記 相川 　毅 Y's

各委員会担当
親睦・プロドラ委員会

石川 敏也 Y's
会長 藤田 小夜子 Y's

10月No.493
2018

「私は植え、アポロは水を注いだ。しかし、成長させてくださったのは神です。」コリント信徒への手紙Ⅰ3章6節
私たちは結構欲の深い者です。自分のやったことについてはその努力に見合う結果を欲しがるものです。誰しもそういうとこがあって、日ごろの
暮らしの中で小さなことでも「ありがとう」と言って欲しいと心の中で求めています。でも、皆さんの労苦が思い描く通りに目に見える結果とし
て現れるかどうかは誰にも分からないものです。やったことに見合う結果が出るのかもしれませんし、出ないのかもしれません。

強　調： EMC/E/YES

9 月 例会報告

CS・BF 委員長　岡田 美喜子

　9 月 18 日、松韻にて 9 月例会を開催しました。
　当日は、岩田守央さんの入会式を開催するにあたり、ビ
ジターとして渡邉富士山部長をはじめ久保田富士山部会員
増強事業主査、熱海クラブより 3 名のワイズ、インビテー
ションの大隅京子様、大村メネットにもご出席頂き、盛大
に執り行うことができました。三島クラブ 12 人目の入会
です。少しだけですが、平均年齢が下がったようです。
　卓話は、「ワイズメンズクラブの歴史と現状」について、
栗本東日本区直前理事よりお話を伺いました。岩田ワイズ
が入会した日に相応しく、改めて先人の残した功績をうか
がい知ることができました。
　会場を「松韻」に移して、初めての入会式となりました
が、見事に手入れの行く届いたお庭を眺めながら、こだわ
りの食材で作られたお料理を頂き、会話も弾み、心に残る
例会となりました。

受 付：鈴木 忠雄 Y's ／司 会：岡田 美喜子 Y's

2018 年 10 月通常例会 ： 10 月 16 日（火）　18:30 ～ 20:30　会場：松韻

◆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：大隅 京子様
◆ゲスト挨拶

◆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

三島市中田町 1-16
電話 055-973-2678
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ついて▶要請を受託。参加可能メンバーを CS 委員会より確認。
藤田会長（来賓・お手伝い）／岡田　10:20-14:30 予定（手伝い
は 9:50 集合）
■ 議 題： 市 民 す こ や か ふ れ あ い ま つ り（11 月 18 日（ 日 ）
10:00-14:00　＠市民体育館）▶野菜販売と輪投げ予定　輪投げ
景品・袋等は委員会対応　16 日（金）人参収穫予定、18 日当日
大根を収穫（6：00 農園）・トラック（相川手配）にて配送予定
農園委員会（大村委員長）
■報告：09/01（土）13:00 ～　草取り・施肥・耕作・大根種ま
き・キャベツとブロッコリー植付・人参間引き　藤田会長・大村・
青木・鈴木メンバー 4 名　大村 M・宮澤先生・岩田守央様・御
殿場クラブ 6 名・見晴学園 5 名　計 19 名　09/16（日）08:30
～　白菜の植付・大根の種まき（2 回目）・人参の間引き・草取
り　藤田会長・大村・青木・渡邉・鈴木メンバー 5 名　大村 M・
岩田守央様　計 7 名　09/24（月）大根の間引き・人参の間引
き　藤田会長 1 名・御殿場クラブ 3 名　計 4 名
■予定：次回農園作業を 10 月 27（土）を予定　大根・人参の
間引き・草取り　10/ 第 2 週のどこかで台風で傷んだ白菜の補
植　藤田、大村 M
EMC・YMCA委員会（大村委員長）
■報告：岩田守央 Ys 入会式実施しました。大隅京子様インビテー
ション 2 回目実施
■予定：10 月入会式　大隅京子様・入会候補者インビテーショ
ンを求めます。
■議題：入会式役割について▶先月と同様に■議題：10 月以降
のインビテーション候補者について情報交換を▶全メンバーの
協力をお願いします。
IBC・DBC委員会（鈴木委員長）
■報告：京都一泊二日の温泉交流会日程調整のため、メンバーの
状況確認中　11/23（金）・11/24（土）・1/26（土）　現状は光永（×
××）藤田・石川・相川（××○）岩田（○○○）※ 10/05（金）
に京都クラブに連絡。それまでに返事をお願いします。※ 1/27

（日）は富士山部役員会・評議会予定日です。ML がないメンバー
への確認は別途必要。（日吉・鈴木・大隅様）登録方法が分から
ない場合は、石川、相川まで予定の可否をお知らせいただければ
対応します。5 日までに鈴木委員長に現状報告すること。
プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
■議題：10 月プログラム検討▶承認。光永遅刻の場合は、開会
と閉会を入替で対応予定
親睦委員会（日吉委員長）
■ 報 告： 誕 生 日　10/09 日 吉・10/20 渡 邉・10/25 光 永・
10/25 大隅　結婚記念日　10/21 相川夫妻　長澤夫妻も？確認
すること。
■議題：入会者歓迎会について▶例会終了後三島市内にて開催予
定。親睦委員会にて会場他調整します。事前に出席者予定者確認。
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. 連載の農園作業、YMCA は
済み。2. 例会報告　岡田 Ys お願いします。3. ワイズメネットの
つどい　岩田 Ys（新入会の挨拶も兼ねて）・大村 M（メネットと
しての視点で報告お願いします。）4. 青木ワイズ　旅行記・長澤
ワイズ新婚旅行？記※原稿の締め切りは 10/12（金）12:00 です。
メネット委員会（大村委員長）
■報告：【9 月活動報告】09/07（金）第二回東日本区ワイズ
メネット委員会　四谷 YMCA　大村 M　09/18（火）例会参加　
大村 M09/01, 16（日）農園作業に協力　【10 月スケジュール】
10/06（土） 第 22 回東日本区「ワイズメネットのつどい」＠郡
山　大村・岩田・大村 M 参加予定
40周年実行委員会（岡田委員長）
■報告：近いうち（日程未定）に委員会を開催予定（決算・ジャ
ンパー／ポロシャツ精算他）

2018 年 10 月 第 4 回 役員会議事録

日　　時：2018 年 10 月 2 日（火）19:00 ～ 21:30
場　　所：大村 俊之 Y's 邸
出席数：10 名中 6 名（藤田会長〇 / 日吉 A 副会長・親
睦● / 石川 B 副会長・会報広報● / 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 8 名
活動報告
■ 09/01（土） 農園作業：藤田会長・大村・青木・鈴木・渡邉メンバー　
6 名／宮澤様・岩田様・大村 M ／御殿場クラブ 6 名・見晴職員
5 名（作業詳細は委員会報告による）
■ 09/04（火） 役員会　藤田・石川・相川・渡邉・岡田・大村・鈴木・
光永・大村 M
■ 09/05（水） 東レアローズカップ打ち合わせ（東レ山本様）　
岡田　1 名
■ 09/05（水） 日吉ワイズお見舞い　藤田会長
■ 09/06（木） 熱海 YMCA 9 月理事運営委員会　鈴木・藤田会
長　2 名　富士山部 Y.Y. 懇親会　藤田会長　1 名
■ 09/08（土） CS 事業：東レアローズカップバレーボール大会　
藤田会長・岡田・青木・石川・大村・長澤・渡邉　7 名
■ 09/08（土） 農園事業：農園見回り　藤田会長　1 名
■ 09/13（木） 御殿場クラブ例会　藤田会長・光永　2 名
■ 09/13（木） 農園事業：農園見回り　藤田会長　1 名
■ 09/16（日） 農園作業：藤田会長・大村・青木・鈴木・渡邉メンバー
5 名・岩田様・大村 M　7 名（作業詳細は委員会報告による）
■ 09/18（火） 三島クラブ 9 月例会＠松韻　（岩田守央ワイズ入
会式）メンバー 9 名（藤田会長・相川・青木・石川・岩田・大村・
岡田・長澤・渡邉／欠席　日吉・鈴木・光永）　メネット大村知
子 M　インビテーション大隅京子様　ビジター熱海クラブ 3 名

（栗本東日本区直前理事・札埜富士山部国際交流事業主査・杉山
伸也）　ビジター　沼津クラブ 1 名（渡邉富士山部長）　ビジター
伊東クラブ 1 名（久保田富士山部会員増強事業主査）　出席率
75%　修正出席率 92％（メーキャップ　鈴木・光永）　スマイル
13,500 円　西日本豪雨災害支援金 10,224 円
■ 09/19（水） ペットボトルのキャップ 15,000 個づつ　徳倉小・
北上中へ寄贈　藤田会長
■ 09/24（月） 農園事業：藤田会長・御殿場クラブ 3 名 計 4 名
活動予定
■ 10/02（火） 農園作業：台風後の手入れ　キャベツ他　藤田・
渡邉
■ 10/02（火） 役員会＠大村様邸
■ 10/06（土） 第 22 回東日本区「ワイズメネットのつどい」＠郡
山大村・岩田・大村 M
■ 10/16（火） 10 月例会　大隅京子様入会式
■ 10/18（木） だがしや楽校協議会（反省会）　本町タワー 9:00- 　
藤田会長・岡田
■ 10/21（日） 見晴らしフェスティバル　藤田会長・他参加者確
認
■ 10/27（土） 農園作業　大根、人参の間引き、草取り等
■ 10/29（月） 御殿場クラブ主催チャリティー寄席　三遊亭小遊
三独演会　藤田会長・青木・大村・光永・大村 M
■未定　市民すこやかふれあいまつり　参加者説明会　（日程は
12 日の実行委員会で確定）　岡田委員長参加予定
協議事項（藤田会長 /相川書記）
■報告：富士山部部大会は、台風による天候不順により延期とな
りました（12 月予定）。これに伴い、小野ワイズ表彰も延期とな
りました。12/1（土）に決定　現状参加確定者は、藤田会長・大村・
大村 M　欠席は　相川・岡田・鈴木・光永　未確認者（青木・石川・
長澤・日吉・渡邉・岩田・大隅）
会計（青木会計）
■報告：災害募金を引き続き継続（10 月まで）　9 月は 10,224
円（合計 15,891 円）　各地で災害が起こっているため、分配は
西日本に限らず次回役員会で検討
CS・BF委員会（岡田委員長）
■議題：10/21（日）見晴らしフェスティバルお手伝いの要請に 在籍者 12名 メネット 1名 スマイル累計 50,050円

出席者 9名 ゲスト 1名 プルタブ 0g
出席率 75％ ビジター 5名 プルタブ累計 0g
メーキャップ 2名 総出席数 16名 古切手 0g
修正出席率 92％ スマイル 13,500円 古切手累計 0g

三島ワイズメンズクラブ　2018 年 10 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。



　旅の２日目は旭川から一旦日本海へ出て稚内を目指しま
す。日本海側に出ると稚内まで海沿いのオロロンラインを
走り、広大な北海道を実感できます。写真は最北端の宗谷
岬です。感激。
　次回は北海道編の後編です。お楽しみに！
★青木ワイズ・長澤ワイズの旅行記、後編は 11 月号掲載

YMCAとワイズの働きの事例②仙台YMCA編
　仙台では、4つのクラブが活動されています。
　仙台、仙台青葉城、仙台広瀬川、石巻広域クラブになり
ます。仙台地域は東日本区北東部に所属しています。
　北東部は、盛岡から宇都宮までをカバーしています。
　仙台4クラブは、東京YMCAから移管された、石巻(ボラ
ンティア)センターを含めて、仙台YMCAとの関係性がとて
も強くも、「YMCAをサポートする様々な活動」を展開し
ています。そのうえで、地域社会奉仕活動(CS=Community 
Service)を推進しています。仙台YMCAには、学校法人、益
財団法人、社会福祉法人、NPO法人があるので、各法人の
職員とワイズが連携して、いつも仲良く、一緒の活動がで
きる顔の見える関係性があ
ると思います。パートナー
シップ=顔の見える関係性
は大切な活動の要点となっ
ています。
※ワイズの協力で仙台の七
夕祭りには、平和七夕を出
展しています。

ず、スロブェニアにて絵のよ
うに美しいブレッド湖に浮か
ぶ教会と断崖にたつブレット
城と中世の街並みが残る首都
リュブリアナとヨーロッパ最
大の大きさを誇るポストイナ
鍾乳洞を観光しました。3 日
目からクロアチアに移りまし
て首都ザグレブに一泊しまし
た。ザグレブでは旧市街の大聖堂・聖マルコ協会など中世
の街並みを見学しました。ザグレブは東欧のなかでも成長
が著しい都市で活気を感じました。そして、今回の観光の
目的であるプリトビチェ湖群国立公園に 2 泊してゆっくり
と湖と滝が織りなす美しい風景を堪能しました。広大な公
園にゴミがほとんどなく、公園の管理がしっかりしている
のに感心しまくりでした。エメラルドグリーンの湖と自然
の風景は必見だと思います。その後、アドリア海沿いの街
シベニク・スプリット・トロギールを観光しました。いず
れも世界遺産に選ばれた街で紺碧の海とオレンジの屋根の
コントラストは美しいものでした。ここで、3 ヶ国目のボ
スニアヘルツェゴビナに入り、モスタルの街を観光しまし
た。車での国境越えに 2 時間位かかり、貴重な体験をしま
した。※モスタルのお話は後編で

北海道～九州？驚きの新婚旅行記 Part.1
副書記　長澤 武則

　 9 月 29 日から一週間、北
海道～九州（旭川・稚内・網走・
釧路・福岡・熊本）と新婚旅
行に行ってきました。旅行記
を投稿させて頂きます。1 回
目は北海道編の前編です。
　飛行機で新千歳に降り立ち
ましたが、新千歳手前は北海
道胆振東部地震の被災地です。
ニュースの映像と同じく沢山の山々が崩れており、地震の
恐ろしさを改めて感じました。被災者の方々にはお悔みと
お見舞いを申し上げます。
　さて、旅の話に入ります。まず千歳からレンタカーで富
良野に向かいます。富良野と言えば「北の国から」。撮影
地の麓郷を訪れました。写真は有名な五郎さんの石の家で
す。初日はそのまま旭川へ入り宿泊。夜は生ラムジンギス
カン！何の臭みも無く口の中で溶けてしまうお肉で、ジン
ギスカンの概念が払拭されます。北海道に行かれた際は是
非！

大村俊之ワイズの農園作業だより No.3

　9 月 16 日（日）　8 時過ぎから 9 時 30 分
白菜の植え付けと 2 回目の大根の種まきをしました。
参加者は、藤田会長、青木ワイズ、渡邉近子ワイズ、鈴木ワ
イズ、大村と大村メネットと入会式を 18 日に控えた岩田守央
氏の 7 名でした。今回も宮澤さんが早朝から小雨の中を苗や
種の準備万端してくださってあり、作業を始めるばかりになっ
ていました。9 時過ぎには、作業の様子を見まわりにも来て下
さいました。
　9 月 24 日（月）　藤田会長が御殿場クラブ 2 名とで、人参
と 1 回目に播いた大根の間引き作業をしました。16 日に参加
予定だった御殿場クラブは当日天候が
雨模様だったのでご遠慮いただいた代
わりにこの日、大根と人参の間引きを
していただき、それらをお持ち帰りい
ただきました。
※種蒔から 2 週間目の大根揃って生育
順調（9/14）

※白菜植付の様子（9/16）

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.3

オロロンライン

スロブェニアのブレット湖

五郎石の家

クロアチアのザグレブにて

宗谷岬

プリトビチェ湖



ワイズメンズクラブ入会にあたって

　9 月入会　岩田 守央

　 まず、ワイズメンズクラブを知るきっかけは、私の両
親や私自身が日頃お世話になっている藤田会長の紹介で
す。
　元々藤田小夜子会長とは、私がまだ幼稚園の時、私の兄

（次男）と同級のご子息がいたからだと思います。そこで
カブスカウトやボーイスカウトや小中学なども同じ事もあ
り、その当時から見守られていたと思います。
　そこで近年、僕が家業の不動産賃貸業を父より引き継ぐ
こととなり、法人会等で幾度か歓談をするうちにワイズメ
ンズクラブ事を知り日々お世話になっている藤田会長の手
伝いが出来れば良いなと思い参加させて頂きます。
　そして、今現在 70 歳になる父は、約 15 年前に心筋梗
塞を患って、2 年前には脳梗塞になり、症状は失語症と軽
いですが右半身のリハビリ通いと、母は約 5 年前に乳癌が
見つかりましたが、「あの人（夫・幸司）は、あと 50 年
は生きる」と明るく日々過ごしてます。
　更に長男夫婦には、幸いな事に 2 人の娘にも恵まれて月
に何度か三島市徳倉の実家に孫娘の顔を見せに訪れてくれ
ます。父も母もそれを楽しみに日々過ごしています。
　さて、家族などの紹介は、これ位にしまして、私自身は、
といいますと・・・
　地域の小中学・高校に通い成績も中の下でただ漫然と生
活をして高校卒業時一人暮らしや兄達の下での生活が嫌
で、実家から通える専門学校に進路を決め、そのまま自動
車整備士となり、その整備士も約 10 年で辞めて、その後
約 10 年間、祖父母の介助や父母の付添いをしてる中で 2
年前に父が脳梗塞となり、家業を引継ぎ現在に至ります。
　でも、成人して 20 年で学んだ事は、「出来る事を出来
るだけ」と「面白き無き世も 
面白く」の精神です。それは、
僕のモットーになっていて

「出来る事を出来るだけ・・・
そして、無理はしない」と「面
白き無き世も 面白く」を基本
として、辛い事や楽しく無い
事でも、良い面や楽しめる所
を見つけていければ良いと思
います。そして、日々楽しく
生活を送れれば良いと思いま
す。

第 22 回東日本区「ワイズメネットのつどい」

ワイズメネット委員　大村 知子

　 第 22 回「東日本区ワイズメネットのつどい」は「第 3
回福島を訪ねて～」をテーマに 2018 年 10 月 6 日（土）
11:00 ～ 17:30 郡山キリスト教福音教会と猪苗代湖周辺に
て開催されました。参加者は 42 名で三島クラブからは岩
田ワイズと大村、大村メネットの 3 名が参加しました（参
加費は 4,000 円）。岩田ワイズは顔見知りが居ない中でも
会に馴染んでいる様子が嬉しかったです。宮内理事に紹介
する機会に恵まれ、三島クラブに若いメンの入会したこと
を喜んでいらっしゃいました。
　私たち委員は 10 時前から教会でスタンバイしていたの
ですが、東北新幹線が人身事故で遅延し 12 時にやっと全
員が揃い、「つどい」は定刻の 1 時間遅れで開会、井上優
子委員長の挨拶、来賓の宮内理事から学生時代の郡山の出
来事などを交えた祝辞、次いで委員長が今期ワイズメネッ

ト委員の紹介・事業計画・昨年度のメネット献金実績と絵
本の送付先の報告などがあり、澁谷委員による食前のお祈
りで会食に。加藤委員が教会の机の幅を考慮して手配され
たお弁当、宮内理事メネット差し入れのクッキー、井上委
員長からの栗絞りなどお腹も心も満たされました。
　講演は、木田恵嗣郡山キリスト福音教会牧師が「福島で
生きていく～「危険」と「安全」の対立する間で～」の演
題でパワーポイントと資料により震災当時の実態と現在の
状況（忘却、潜在的不安、フラッシュバック）を具体例を
あげて、どのように対応しているか・対応してきたかをお
話された。福島第 1 原発事故による放射能汚染によって健
康被害の危険にさらされている子どもたちとその家族のケ
アなどの活動をする「福島 HOPE プロジェクト」をして
いて今なお、多くの課題があること、まだまだ支援の継続
が必要であることを話されました。このプロジェクトに賛
同して、東日本区メネット事業の一つ東北震災支援の今年
度支援先の一つとしてメネット献金を致しました。
　教会横で集合写真撮影をしてからバスに乗り込み猪苗代
湖プチ観光に出発しました。車中で来年のアジア・太平洋
地域大会でのメネット事業として「平和七夕」を飾ってお
迎えするための折鶴について、説明と見本の提示が加藤実
行委員と吉田委員からあり、大量の折鶴が必要ということ
でした。（三島クラブの皆様にも多大な協力をお願いする
ことになりますので、詳細は 11 月例会で説明します）
　猪苗代湖遊覧では、磐梯山の全容を見ながら約 30 分間
湖上を楽しみ、その後湖畔の硝子館・ビール館を訪れ、地
ビールのテイスティングやお土産購入などを短時間で済ま
せ、夕日が染める湖面を背に郡山への帰路につきました。
私たちも一緒に戻る予定でしたが観光が 1 時間遅れたため
変更して皆を見送り（大村が病み上がりだったことを考慮
して日帰りを回避）磐梯熱海温泉へ直行しました。翌日は
台風 25 号余波の暴風に遭遇し磐越西線車内に 3 時間近く
留められるハプニングもあり忘れがたい「つどい」でした。

シリーズ：三島ワイズメン旅日記

　今月から新シリーズが始まります。題して「三島ワイズ
メン旅日記」。このコーナーは、もちろん誰でも投稿可能
です。詳細は会報・広報委員会まで、お問い合わせください。

東欧 4 ヶ国観光の旅 前編（スロブェニア・クロアチア）
会計　青木 利治

　 9 月 21 日（金）より東欧 4 ヶ国に観光旅行に行って来
ました。主に世界遺産を見る 12 日間の旅であります。ま

「ワイズメネットのつどい」
猪苗代湖遊覧船にて


