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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 >>
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2/26 石川

該当者なし

会長 藤田 小夜子 Y's
渡邉 近子 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

親睦委員会

鈴木 忠雄 Y's

ワイワイ談議：みんなで楽しくお話しましょう！

書記 相川 　毅 Y's
各委員会担当

親睦・プロドラ委員会
日吉 和代 Y's

会長 藤田 小夜子 Y's

妻で例会日の 1 月 17 日でした。光永ワイズは本当に嬉し
そうでした。皆様、おめでとうございます。
　最後に、今回の合同例会は参加者が少なかったのですが、
女性が多くいつもより華やかな感じがしました。
　7 月の合同例会は、三島クラブが主幹ですので会員の皆
様のご協力をお願い致します。
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「尊敬をもって互いに相手を優れた者と思いなさい。」 ローマの信徒への手紙　12章10節
「尊敬」と訳されるギリシア語は「評価」という意味である。そこから「価値」「価格」などの意味が生まれるが、評価に相応しい価値を与えることが「尊
敬」なのである。その人にしかない価値がそれぞれに与えられており、この価値を認めることが真実な意味での「尊敬」なのである。

強　調： T O F

1 月の沼津・三島・御殿場クラブ合同例会報告

副会計・プロドラ委員長　渡邉 近子

　新年が明けて初めての例会が平成 31 年 1 月 17 日木曜
日に沼津・三島・御殿場クラブ合同の新年例会が、御殿場
主催で東山荘にて行われました。
　今回は、インフルエンザ等が流行したりで体調不良のた
めか参加者が例年に比べ少ないような感じがしました。
　3 クラブ会長による点鐘によって始まり、3 クラブ会長
の挨拶がありました。
　その後、富士山部の渡邉実帆部長の挨拶があり、続いて
御殿場クラブのメンバーでもあります若林洋平御殿場市長
よりご挨拶を頂き、御殿場市の活性化に積極的に取り組む
様子が伺われました。
　会食は、東山荘の盛り沢山の美味しい料理をいただきま
した。食後はいつもコーヒーを頂くのですが、インフルエ
ンザ予防に紅茶が良いと言われましたので早速紅茶を頂き
ました。とてもおいしかったです。御殿場クラブは、東山
荘というりっぱな建物があり、私たち三島クラブはいつも
羨ましい限りです。
　会食の後は、御殿場木の実会の方々による新年にふさわ
しい日舞が行われ、和やかな雰囲気につつまれました。
　その後、誕生日祝いにて三島クラブは、藤田会長、青木
ワイズ、光永メネットの 3 名でした。結婚祝いは、光永夫

受 付：大村 俊之 Y's ／司 会：長澤 武則 Y's

2019年2月 TOF例会 ： 2月19日（火）18:30～ 大村俊之Y's邸（三島市大宮町2-13-16 ☎055-972-0529）

◆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
◆誕生日・結婚記念日祝

◆食前の感謝
◆会　　食

◆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



三島市長表敬訪問

　CS・BF 委員長　岡田美喜子

　去る 1 月 21 日（月）、豊岡武三島市長を表敬訪問しま
した。
　目的は、昨年 11 月に三島市民体育館で開催された「市
民すこやかふれあいまつり」に出展した際の、野菜の売り
上げの一部を三島市の福祉の向上に役立ててもらおうとご
寄付するためです。この野菜は、箱根西麓にある三島クラ
ブの農園でワイズメンが栽培したもので、今回は人参 300
本、大根 150 本、キャベツ 50 個を出品し、市民のみなさ
まにお買い上げいただきました。
　ご寄付は、「市民すこやかふれあいまつり」の趣旨から、
毎年、三島市の福祉課にさせていただいています。
　豊岡市長からは、三島クラブが取り組んでいる社会奉仕
へのお礼と労いの言葉をいただくとともに、三島市で取り
組んでいるまちづくりについてのお話があり、今後も協力
をお願いしたい旨のお言葉をいただきました。
　また、今回の活動を静岡新聞等でも取り上げていただき、
会員一同の励みとなりました。

熱海 YMCA 1 月理事運営委員会＆稲田清治ワイズ 
  旭日双光章叙勲祝賀会及び新年会 
  　　　　　　　　　　　　　 於：熱海 聚楽ホテル

会長　藤田 小夜子

　 新年初の公式会合が熱海 YMCA 1 月理事運営委員会で
したが、鈴木ワイズの欠席でオブザーバーで出席しました。
　森理事長の新年の挨拶に続き、熱海 YMCA が NPO 法人
に成るまでの稲田清治ワイズの尽力されたいきさつの説明
が有りました。

第一部　第 33 回スピーチコンテストの結果報告
　　　　各主査の報告、各クラブの会長の事業報告等
第二部　稲田清治ワイズ 旭日双光章叙勲祝賀会及び新年
会
　沼津クラブの相磯、杉山両ワイズの軽妙で賑やかな司会
の下、直前理事の栗本ワイズの乾杯で始まり、再度、森
理事長のお祝いのことばが有り、出席者の一言づつの挨拶
と会場が和気藹々の中、ビンゴゲームも始まり、一同子ど
もの様に一喜一憂したところが何とも言えず、ほほえまし
かった。
　ひと段落した処で、稲田清治ワイズに花束贈呈の役を不
肖私にという事で、光栄にも一役させていただきました。
出席者みんなで記念写真に納まり、その後、稲田清治ワイ
ズの挨拶を拝聴し、功績に対しての素晴らしい叙勲だと他
人ごとでもうれしく思いました。良い楽しい新年会でした。

富士山部役員会・評議会報告

会計　青木 利治

　 1 月 27 日（日）午後 4 時 30 分の富士山部評議会に参
加しました。場所は、熱海の YMCA センターです。藤田
会長は午後 3 時からの役員会に出席していまして、私と石
川ワイズは後からの出席であります。評議会は役員会の決
議事項の確認のための裁決であります。藤田会長は前期の
三島クラブの活動報告を他のクラブと同様に行いました。
決議事項はメネットの連絡担当を置くこと。CS 基金の報
告があり、三島クラブは今期 3 万円をいただきます。
　次期富士山部役員が決まり、私は会員増強事業主査を受
けることになりました。また、次次期の富士山部長に富
士宮クラブの伊藤一芳さんに決まりました。そして、渡邉
部長より部則を見直したいと報告がありました。評議会の
後、同じ場所にて新年会が開催され、参加者全員が一分間
スピーチを行い、親睦を深めることができました。

静岡新聞に掲載されました



YMCAとワイズの働きの事例⑥熊本YMCA編
　さて、いよいよ熊本YMCAとなりました。大河ドラ
マ韋駄天はご覧になっていますか。
　熊本の特長に、「わさもん好き」という言葉があ
りますが、まさに新しい物好きの方が多くワイズも
YMCAに対しての興味津々といったところが原動力で
す。熊本地震で被害を受けた際にも、みんなで乗り切
れたのは、「やってみようかい」の精神で新しいもの
にチャレンジする気質があるからかもしれません。現
在、11のワイズメンズクラブと16の熊本YMCA施設
が協働しています。

メネット会料理教室開催報告 
　「使おう保存食～災害備蓄には日常の保存食～」

メネット会会長　大村 知子

　1 月 26 日（土）10:00 ～ 14:30 平和エアテックショウ
ルームにて、相川明実メネットを講師に災害備蓄には「保
存がきいて普段から食べて美味しいものを買い置きして随
時食べながら補充」「簡単ひと手間で美味しい料理の作り
方・工夫のしかた」について料理の技と知恵を楽しく学び
ました。当日の参加者はメネット（相川明実、大村知子）、
メン＆ウィメン（相川、大村、日吉、藤田、渡邉）計 7 名
でした。参加費は 2,000 円。簡単で美味しいアイデア満
載のレシピに驚き、感心の連続。賞味時間もたっぷりとれ
ました。保存食の例としてのお土産を用意して下さいまし
たから早速復習ができます。
　驚きのメニューは以下の通り。それにワイズ農園の野菜
メニューがプラスされました。・ドリア（パックご飯＋和
風シーチキン＋レトルトカレー＋スライスチーズ）・魔法
のクリームシチュー（ショートパスタ＋野菜＋ベーコン＋
牛乳＋バター＋小麦粉）・和風ノーローストビーフ（牛肉塊、
密封ポリ袋で 5 分ゆでる）・サラダチキン（鶏ササミまた
は鶏むね肉、密封ポリ袋で 5 分ゆでる）・デザート（ヨー
グルト＋イチゴ＋苺ジャム）・大根とチーズ鱈のサラダ☆
キャベツ即席漬け（ゆず味＆塩昆布味）☆ボイルブロッコ
リー☆スープ仕立ての大根煮（＋人参、白菜）
※下線文字が保存食の活用　☆が農園野菜利用メニュー
　今回も講師を快く引き受けていただいた相川明実メネッ
トに深謝し、相川ワイズの調理室提供の協力、ありがとう
ございました。ご参加の皆様には手際よい後片付けもあり
がとうございました。日吉ワイズが術後半年ぶりにワイズ
活動に参加され、最後までお元気そうで嬉しかったです。
企画主宰：三島ワイズメンズクラブワイズメネット会

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.7

育ち過ぎてしまいました！

左：恒例の女性パワーで！　右：「ポタージュ」と「デザート」を担当しました

保存食から料理次第でこんなご馳走に

見慣れた保存食を備蓄して使い廻します

大村俊之ワイズの農園作業だより No.7

　1 月の農作業は冬休みしましたが、野菜の収穫をした
メネット料理教室や京都クラブとの交流に貢献しまし
た。
・1 月 25 日（金）15 時～ 16 時 30 分　畑の見回りを
兼ねてメネット料理教室に使う野菜のキャベツ、ブロッ
コリーと人参、白菜（少々）の収穫。渡邉 Ys, 大村 M
・2 月 10 日（日）午後　京都クラブの皆さんを農園に
ご案内して収穫し、お土産にお持ち帰りいただいた。京
都クラブ会長はじめ 6 名、藤田会長、鈴木、石川 DIC
委員他
・2 月 13 日（水）9:30 ～ 11:15　野菜を収穫しながら
農園の撤収準備を開始。人参 3 畝、ブロッコリー 2 畝
を整理、育ち過ぎたキャベツや腐った大根などの始末を
した。参加者は青木、大村、藤田＆大村メネット。
　17 日には御殿場クラブにも呼びかけ大掛かりな収穫
をすることになっています。

熊本 YMCA中央センター
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IBC・DBC委員会（鈴木委員長）
■報告：京都×三島クラブ温泉交流会　開催日 2019 年 02 月
　09 日（土）～ 10 日（日）（集合時間 15:00）　開催場所 KKR
　伊豆長岡千歳荘（伊豆の国市古奈 82）　参加費用 11,950 円（一
　泊 2 食付）　京都クラブ：相原・新井・大田・佐々木・三井・西村・
　金沢 7 名（敬称略）　三島クラブ：（泊）藤田会長・青木・光永・
　日吉・石川　（9 のみ）大村・大村 M・相川
プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
■議題：2 月プログラム検討▶承認
親睦委員会（日吉委員長）
■報告：懇親会の予定を立てたいが、京都クラブとの DBC、TOF
　例会の為次月以降に計画予定です。
会報・広報委員会（石川委員長）
■議題：ブリテン原稿依頼の件▶例会報告：渡邉（済）　連載記事：
　YMCA ＝光永　富士山部役員会＝藤田会長　富士山部評議会・
　新年会＝石川　メネット料理教室＝大村 M　CS 三島市表敬訪
　問＝岡田　YMCA 運営委員会・稲田氏褒章受章祝賀会報告
メネット委員会（大村委員長）
■報告：【01 月活動報告】01/17（木）新年合同例会（御殿場）
　に参加　大村 M　01/26（土）10:00-14:30 メネット会料理教
　室「災害備蓄、使おう保存食」【メネット会料理教室報告　「災
　害備蓄、使おう保存食」】講師＝相川 M　場所＝平和エアテッ
　ク 2F ショウルーム　参加者＝メネット相川・大村メン＆ウイ
　メン　大村・藤田・日吉・渡邉・相川・（岩田・岡田）9 名　
　参加費 2,000 円　ワイズ農園の野菜提供協力　大根・キャベツ・
　ブロッコリー・人参・白菜（野菜は 1/24 渡邉・大村 M が収
　穫を担当）【02 月スケジュール】農園作業に協力　TOF 例会
　の食事つくり　メネットのウイメンとの協働（大村様宅にて）
　大村 M・相川 M・藤田会長・日吉・渡邉・大隅　※ TOF 例会
　の食事について参加者と詳細を決定したい
絵画コンクール実行委員会（青木委員長）
■議題：絵画コンクール開催の件
▶実施案・予算案等を検討

2019 年 2 月 第 8 回 役員会議事録

日　　時：2019 年 2 月 5 日（火）19:00 ～ 21:30
場　　所：大村 俊之 Y's 邸
出席数：10 名中 8 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
書記〇 / 青木会計〇 / 岡田 CS・BF 〇 / 大村農園・EMC・
YMCA 〇 / 渡邉プロドラ〇 / 鈴木 IBC・DBC 〇）＋光永親
睦福・大村メネット　計 10 名
活動報告
■ 01/08（火） 絵画コンクール第一回実行委員会
　青木委員長・藤田会長・岡田・岩田 4 名
■ 01/10（木） 熱海 YMCA 運営委員会理事会
　稲田精治様旭日双光章叙勲祝賀会及び新年会　藤田会長 1 名
■ 01/14（月） 伊東クラブ新年初例会　藤田会長 1 名
■ 01/17（木） 沼津・三島・御殿場 3 クラブ合同新年例会＠東
　山荘　メンバー 8 名（藤田会長・石川・青木・大村・岩田・光永・
　渡邉・相川／欠席　鈴木・日吉・大隅・長澤・岡田）メネッ
　ト大村知子 M　計 9 名　出席率 62%　修正出席率 92％（メー
　キャップ　鈴木・長澤・岡田・日吉）　スマイル 8,500 円
■ 01/21（月） 三島市長表敬訪問及び市民すこやかふれあいまつ
　りの売上金一部（30,000 円）を三島市に寄贈
　藤田会長・岡田委員長・青木・大村・渡邉　5 名
■ 01/21（月） 三島市産業文化部　文化振興課訪問
　藤田会長・青木　2 名
■ 01/24（木） 農園事業：メネット料理教室用野菜収穫
　渡邉・大村 M
■ 01/26（土） メネット委員会：料理教室開催＠平和エアテック
　ショールーム　大村 M 委員長・藤田会長・大村・日吉・渡邉・
　相川 M　メンバー 4 名・メネット 2 名
■ 01/27（日） 富士山部第二回役員会熱海 YMCA センター
　藤田会長 1 名
■ 01/27（日） 富士山部第二回評議会及び新年会
　藤田会長・石川副会長・青木会計　3 名
■ 01/28（月） 熱海クラブ新年初例会　藤田会長 1 名
活動予定
■ 02/05（火） 第 8 回役員会
■ 02/09（土）-10（日） 京都クラブ DBC 交流会＠伊豆長岡
■ 02/11（月） 建国記念の日奉祝パレード
■ 02/13（水） 農園作業
■ 02/19（火） TOF 例会＠大村俊之様邸
■ 03/09（土）-10（日） 次期会長・部役員研修会＠東京代々木
　の国立オリンピック記念青少年総合研修センター
協議事項（藤田会長 /相川書記）
■議題：農園について（藤田会長より）
▶ 3 月末にて現在の農園は返却する。9 月頃までに別農園を用意
　する予定
■議題：次期役員構成の件▶ TOF 例会時に打ち合わせ
会計（青木会計）
■議題：ロールバックマラリアの献金について
▶ TOF 例会時に寄付を募ります。
CS・BF委員会（岡田委員長）
■報告：プルタブ・古切手は前回報告から変更なし
農園委員会（大村委員長）
■報告：01/24　ワイズメネット主催メネット料理教室用の野菜
　を収穫　01/26　メネット料理教室に食材提供　白菜・キャベ
　ツ・人参・大根・ブロッコリー
■予定：キャベツ、人参、大根、ブロッコリーの収穫と草取り
　TOF 例会の食事用野菜提供と収穫
■議題：2/19 開催 TOF 例会の食事用野菜の収穫と参加者を調整
▶収穫を予定
■議題：2 月の作業日調整
▶ 13 日、17 日　10:00 ～　収穫と返却に向け整備の予定
EMC・YMCA委員会（大村委員長）
■報告：知人にパンフレットの配布
■議題：インビテーション候補者を募る
▶協力よろしくお願い致します。

在籍者 13名 メネット 1名 スマイル累計 90,350円
出席者 8名 ゲスト 0名 プルタブ 0g
出席率 62％ ビジター 0名 プルタブ累計 2,540g
メーキャップ 4名 総出席数 9名 古切手 0g
修正出席率 92％ スマイル 8,500円 古切手累計 247g

三島ワイズメンズクラブ　2019 年 2 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。


