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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）
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「隣人」と言う言葉は、一種のキリスト教用語のように思
います。聖書では「隣人」を、その文字通りの意味よりもより深い意味で用いており、利益や安全を共にし、助け合い支え合いながら共に生きてゆく
者、そのような関係にある人と規定しています。ですので、私たちが通常使う言葉で言うと「仲間」が最もしっくり来るのではないかと思います。。

強　調： LT

3 月例会報告

IBC・DBC 委員長　鈴木 忠雄

　2019 年 3 月例会は 3 月 19 日（火）18 時 30 分より、
松韻にて開催された。ただし、会場の都合で今月はせせら
ぎ亭。お庭が非常に素晴らしい所で、滝や小川がある場所
で例会を行えるのはとても喜ぶべきことです。
　卓話は「ジェンダーバイアスと LGBT ～ピンクシャツ
デーに関連して」。静岡大学名誉教授の大村知子先生にお
話しいただきました。
　藤田小夜子会長にて閉会点鐘が行われ、その後、希望者
によりデニーズにて懇親会を行いました。参加者は 7 名で
した。私は甘いものを控えておりますので参加しませんで
した。

受 付：相川  　毅 Y's ／司 会：日吉 和代 Y's

2019年4月例会　：　4月16日（火）　18:30～ 松　韻（三島市中田町1-16 Tel.055-973-2678）

◆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
◆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

「隣人を自分のように愛しなさい。」　マルコ12章28節



東京サンライズ設立 30周年記念例会参加

　IBC・DBC 委員長　鈴木 忠雄

　2019 年 3 月 23 日（土）、会場はブラッスリー東洋日本橋。
　第一部は山久恵 Ys の司会で始まり、大谷会長の開会点
鐘～歓迎の挨拶。祝辞はアジア太平洋地城会長 ss 田中博
之様、東日本区理事の宮内友弥様、東京山手クラブの功能
文夫様に続き、30 年の歩みを小山 Ys が説明。引き続き
30 周年記念事業を長津 Ys が説明。閉会点鐘を会長大谷
Ys が行い終了しました。
　第二部は祝会・懇親会。長津 Ys の司会により、IBC の
ユニオン Kenneh( 王勝輝）様、DBC の東広島・谷本秀康様、
DBC の京都プリンス・宇高史昭様の挨拶に始まり、乾杯
は東京八王子の久保田貞視様に。その後、童謡 100 周年
に寄せて～北原白秋を歌おう～と題しての公演を福本はる
み様。伴奏は金子恵利様でした。続いて出席者紹介を長津
Ys が行い、アピール・感謝の言葉を小山憲彦 Ys が行いま
した。
　富士山部からは熱海クラブ 3 名、伊東クラブ 4 名、富
士クラブ 2 名、そして私の 10 名で参加。参加者総数は
88 名でした。
　驚いたことに、平成元年 (1989) に設立総会ができたこ
とは 31 年間の深い想い出があると思います。

富士山部エクステンション委員会報告

会計　青木 利治

　 東日本区では、各部にエクステンション委員会を作り
ました。それは、東日本区発足以来ワイズメンズクラブの
会員の減少が続いているため、何とか歯止めをかけたいと
いうことでエクステンション委員会が作られました。富士
山部では平成 31 年 3 月 21 日に第 1 回富士山部エクステ
ンション委員会が開催されました。会場は熱海ＹМＣＡセ
ンターです。富士山部各クラブより 19 名の出席がありま

した。伊東クラブの久保田康正さんが議長になり、主な議
題は渡邉実帆部長より新クラブを作る提案がなされ討議し
ました。新クラブ作るにはスポンサークラブを決める事、
設立準備会の発足など種々な問題があります。今後、富
士山部の各クラブが応援してゆくということで終了しまし
た。三島クラブより藤田会長と青木が出席しました。

のびっこクラブみしま発行『のびっこ 3月号』

　のびっこクラブみしまでは、毎週土曜日の午前、三島市
立北小学校の地域連携室で外国の小学生や中学、高校生に
勉強や日本語を教えています。
　のびっこクラブみしまが発行している『のびっこ』の 3
月号に三島ワイズメンズクラブ農園での楽しい作業シーン
の写真が掲載されました。
★『のびっこ』はホームページでもご覧いただけます。
　  http://nobikko.chobi.net/
★フェイスブックもやっています。
　  https://www.facebook.com/nobikko/



全国の事例を通して学ぶ～ワイズの学び方
　2008年11月の東日本区清水理事期、西日本区佐藤
理事期に、「ワイズ必携」は、進化した形で「ワイズ
読本」に生まれ変わりました。現在も、事務所経由
で、1,000円で購入できるものです。お勧めの逸品で
す。
　表紙には、“To acknowledge the duty accompanies 
every right”「強い義務感を持とう 義務はすべての権
利に伴う」ワイズメンズクラブ東日本区・西日本区。
　そして、「みんなで育てていく。少しずつ育ててい
く…。続けていくことが大きな実りになるんだ。」と
あります。
　私の好きな言葉となりました。
　当時の東日本区清水理事と西日本区佐藤理事は、私
にとってはとてもお世話になった方たちのお一人で、
今でも懇意にしていただいており感謝しております。
　コンテンツは、ワイズの全般、クラブライフ、例
会、奉仕、EMC、YMCA、クリスチャニティ、高齢
化、ウェルネス、メネット、ユース、世界のワイズで
構成され、どの箇所も全国のワイズ有志が分担して執
筆されました。

　私は、購入したあと東西日本区の連絡主事・担当主
事として何度も読み返し、大事な箇所はマーカーの色
で染まっています。
　10年以上が経過した今でも、その現代的な課題に
対しての洞察と慧眼は色あせることはありません。
　私たちのYMCAは、その先見性とパイオニア精神で
100年以上の歴史を刻んできました。その働きは、い
つも多くの方たちに支えられ、共に生きる社会の実現
を目指してきました。
　今、「ポジティブネットのある豊かな社会を創る」
という現代的テーマに置き換えられ、ワイズメンズク
ラブは、YMCAと「共に生きる社会の実現」へ歩みを
続けているところです。

次期会長主題「ワイズたるを知る」

　次期会長　石川 敏也

　次期会長を仰せつかりました石川です。今期は会報・広
報委員長をやらせてもらってます。3 月は事業も少なく原
稿や写真が不足気味のため、自ら原稿を書いて穴埋めをさ
せていただきます。当然、次期会長なので、まずは次期の
会長主題です。
次期会長主題「ワイズたるを知る」

「足るを知る」とは、ご存知「満足することを知ることの
大切さ」を表す言葉です。なんかジジ臭い、達観したよう
な感じの言葉であまり好きではなかったのですが、いつま
でも野心バリバリのギラギラモードってのも年齢的にいか
がなものかとも思いますし、若者と喧嘩しても勝てそうに
ありません。ましてや大器晩成などと言って自分自身の可
能性を諦めないふりをしても、とうに才能なんてないこと
は自覚するに至っております。ここはひとつ、せめてワイ
ズの中では物分かりのいい大人になったふりをして誤魔化
そうと、そういうことです。そして、敢えて「ワイズたる」
とすることで、ワイズたるもの、そろそろ「足るを知れ」
と叱咤する意味も込めています。
　というわけで次期の方針および事業計画は、肩の力を抜
いて気楽に楽しくをモットーに、あまり欲張らずに今まで
の奉仕事業である「社会を明るくする運動」「だがしや楽
校」「市民すこやかふれあいまつり」「東レアローズカップ」

「東山荘」「恵明学園・見晴学園」の支援活動を無理のない
ところで継続しつつ、三島クラブのメイン事業となりつつ
ある「ワイズ農園」の維持管理、そして何よりも新たに恒
例化することとなった「子ども絵画コンクール」の成功に
向けて尽力したいと思います。ぜひ、メンバー一同の協力、
応援をお願いします。
　また、EMC についてですが、その必要性は重々承知の
上で、無理せず焦らず、自然と仲間が増えていけばいいな
というつもりでおります。もちろんそれ相応の PR は必要
と考えております。地元へのしっかりとした PR を徹底し
つつ、良識に則ったクラブ運営ができていれば自然と人は
集まってくるものと楽観しております。すべての団体、個
人とも積極的に接触する機会を増やし、余裕をもって接し
ていくことで争いのない楽しいクラブになっていければい
いなと思っています。是非、皆さんのご協力をお願いいた
します。
　以上、支離滅裂ではございますが穴埋め原稿とさせてい
ただきます。よろしくお願いします。

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.9

4月卓話者　山崎 芳子（三島手づくり紙芝居の会）
プロフィール
　1935年 三島生まれ。生涯学習センター“洋裁教師”、三
島女性史サークル、三島市日赤奉仕団委員長、芝本町評議
員、桜川を愛する会と三島ゆうすい会のメンバー

　三島手づくり紙芝
居の会は三島に伝わ
る昔話しを紙芝居に
して、多くの人に知っ
ていただくための会
です。すべて手づくり
ですので皆様に温か
さが伝われたら幸せ
です。児童館、老人施

設、学校、三島ロータリークラブなどで活動してきまし
た。世代を超えて共感し会える紙芝居の魅力を広く人々
に呼びかけ、伝えていきたいとおもいます。
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　謝について
▶承認、委員会に一任します。
EMC・YMCA委員会（大村委員長）
■報告：今のところ良き情報はない。藤田会長より現在、今月の例
　会に招待を検討している。
■議題：各自がEMC活動をどのようしているかについて
▶各自行動をよろしくお願いします。
IBC・DBC委員会（鈴木委員長）
■報告：親睦会等有り難うございました。今年度の残り期間は特
　に活動予定はなし。
プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
■議題：4月プログラム検討
▶修正内容を決定し、承認
親睦委員会（日吉委員長）
■報告：3月例会後に親睦会を実施（デニーズ）、2ヶ月毎に親睦会
　を開催予定
会報・広報委員会（石川委員長）
■議題：ブリテン原稿依頼の件
▶連載記事YMCA：光永・例会報告：鈴木・懇親会報告：光永・エクス
　テンション委員会：青木・のびっこくらぶ201903号抜粋にて掲
　載
メネット委員会（大村委員長）
■報告：03/19 大村メネット例会に参加・卓話／平和折鶴を例会
　時に回収（最終）　03/25 色別に整理して仙台YMCA内折鶴担
　当者へ送付　宅配料1,131円
■予定：特になし
絵画コンクール実行委員会（青木委員長）
■議題：予算他
▶予算案で募集チラシの見積もり（1色4,270円、4色6,600円）

2019年4月 第10回 役員会議事録

日　　時：2019年4月2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・親睦〇/石川
B副会長・会報広報〇/相川書記〇/長澤副書記●/青木会〇/
岡田CS・BF〇/大村農園・EMC・YMCA〇/渡邉プロドラ●/鈴
木IBC・DBC〇）＋光永親睦副・大村メネット　計10名
活動報告
■03/05（火） 農園：見回り　藤田会長　1名
■03/05（火） 役員会（藤田会長・相川・青木・渡邉・岡田・大村・鈴
　木・光永　メンバー 8名＋大村メネット）
■03/12（火） 沼津クラブ例会出席　藤田会長・鈴木・岩田3名
■03/13（水） 絵画：教育委員会・商工会議所・観光協会へ後援依頼　
　藤田会長･青木2名
■03/15（金） 絵画：三島信用金庫へ「絵画コンクール」協賛金受取　
　藤田会長1名
■03/18（月） 絵画：三島信用金庫へ協賛金お礼状持参
　藤田会長1名
■03/19（火） 三島クラブ例会＠松韻　三島クラブ出席者13名中　
　12名出席92%（欠席岡田）　メネット1名（大村メネット）　卓
　話者　大村知子様　ビジター1名（沼津クラブ長谷川等様）　全
　出席者数　14名　メーキャップ1名（岡田）・修正出席率100％　
　SMILE（12,500円）　プルタブ（大隅140g）　古切手（大隅47g）
■03/19（火） 親睦：親睦会実施＠デニーズ　藤田会長・光永・大
　村・青木・岩田・相川　メンバー6名＋大村メネット　計7名
■03/21（木） 第一回富士山部エクステンション委員会
　＠熱海YMCA 藤田会長･青木 2名
■03/23（土） 東京サンライズクラブ創立30周年記念例会
　鈴木1名
■03/28（木） 農園見回り　3/5（火）に続いて2回目　藤田会長
■03/29（金） CS事業：だがしや楽校全体会　岩田1名
活動予定
■04/02（火） 絵画：教育委員会・校長会にて「絵画コンクール」の
　依頼と説明　藤田会長・青木委員長・岡田
■04/02（火） 4月度役員会＠大村様邸
■04/16（火） 三島クラブ4月例会＠松韻
■05/07（火） 5月度役員会＠大村邸
協議事項（藤田会長/相川書記）
■議題：次期ロースター最終確認　クラブ役員の項目にYMCA運
　営委員と富士山部役員を掲載するのか確認したい。
▶熱海YMCA連絡員としてクラブ役員欄に掲載する。部役員は部
　役員ページに記載があるため、クラブ内には掲載しない。
■議題：富士山部エクステンション委員会の進捗状況報告
▶03/21に熱海YMCAにて第一回委員会を開催。現状の新クラブ
　計画状況を確認。今回の新クラブ設立について三島クラブの対
　応は、協力は惜しまないが、スポンサーは依頼があっても請け
　ないこととした。
■議題：次期会長方針・事業活動計画／委員会事業計画・会計予算
　案の件（会長主題他は5月役員会で承認・その他は6月役員会で
　承認）今期事業報告は5/31を提出期限とし、6月役員会で承認予
　定）
▶会長方針は4／20までに提出とのことでメール・ファックで承
　認を得て提出予定。その他は予定通りお願いします。
■議題：ジャンパー及びポロシャツの件（もらっていない人を確
　認）
▶日吉・大村メネット両名がポロシャツをもらっていない。渡し
　てあげてください。よろしくお願い致します。
会計（青木会計）
■報告：4月例会にて会費集金します。
CS・BF委員会（岡田委員長）
■報告：見晴らし学園等のボランティア活動を検討。来月の役員
　会で詳細を決定します。
農園委員会（大村委員長）
■報告：畑の最終確認
■予定：最終確認後に除草・耕運のお礼
■議題：残金8,000円の範囲で除草と耕運のお礼及び地主への薄 在籍者 13名 メネット 1名 スマイル累計 113,902円

出席者 12名 ゲスト 0名 プルタブ 140g
出席率 92％ ビジター 1名 プルタブ累計 4,430g
メーキャップ 1名 総出席数 14名 古切手 47g
修正出席率 100％ スマイル 12,500円 古切手累計 294g
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<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。


