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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 >>

6/21 大村 Y's
6/25 鈴木 Y's
該当者なし

会長 藤田 小夜子 Y's
相川 　毅 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
日吉 和代 Y's

書記 相川 　毅 Y's
各委員会担当

親睦・プロドラ委員会
岡田 美喜子 Y's

会長 藤田 小夜子 Y's

①事業報告・仮決算報告
②次期事業計画・次期予算計画

親睦委員会 会費：3,000 円
三島駅南口 カラオケ まねきねこ
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2019

「風」は風として吹いている。風を捉えることは誰にもで
きない。なのに同じように吹く風にしようと躍起になる親によって、こどもたちは自由に吹くことができなくなる。自分らしく生きることができな
くなる。親の思いに従って吹く風は扇風機と一緒。思い通りに吹いていれば、親は安心する。こうして、我々は扇風機を作り出している。。

強　調： 評　価

5 月例会報告

会計　青木 利治

　5 月 21 日（火）松韻にて 5 月例会が開催されました。
鈴木ワイズの司会により定刻の午後 6 時 30 分に始まりま
した。本日の例会は卓話がないためワイワイ談義としまし
た。日頃ゆっくりと自分の事を話す機会が少ないので、み
なさんの最近のお話をじっくりと聞くことができました。
私を初め鈴木ワイズは長野に旅行した話や大村メネットが
小豆島に行った話、そして私が瀬戸内芸術祭の話をした後、
岡田ワイズのお父様の大往生のお話から、日吉ワイズや石
川ワイズから突然死の話が続き、この手の話はしんみりと
暗くなるのですが、逆に盛り上がってしまいました。高齢
化するとこのような話が増えてるのかなと思いながら、し
かし、楽しく聞くことができました。死ぬまでは楽しくワ
イズ活動ができればなと想った例会でした。また、例会
にて大村夫妻の結婚記念日のお祝いを行うことができまし
た。

受 付：青木 利治 Y's ／司 会：渡邉 近子 Y's

2019年6月例会　：　6月18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
◆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

■定時総会

■ギャベル＆バッジ引継式

★親睦会

「風は思いのままに吹く。」　ヨハネによる福音書 3章8節
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　インビテーションへ
IBC・DBC委員会（鈴木委員長）
■報告：なし
プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
■議題：6月プログラム検討
▶承認
親睦委員会（日吉委員長）
■報告：例会後親睦会（2次会）を実施予定　21:00-22:30 三島駅
　南口　カラオケまねきねこ（会費3,000円程度）
■報告：誕生日　6/21 大村Ys、6/25 鈴木Ys
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＝YMCA：光永ワイズ（済）　5月の例会報告：青木ワイズ
　（済）　富士山部役員会・評議会報告：青木ワイズ（済）　旅行記
　パート2：青木ワイズ（済）　東日本区大会：藤田会長　西日本区
　大会：光永ワイズ　鶴見新クラブ：鈴木ワイズ　熱海YMCA報
　告：鈴木ワイズ
メネット委員会（大村委員長）
■報告：＜5月の活動報告＞05/21 5月例会に出席　＜6月以降の
　スケジュール＞06/01-02 第22回東日本区大会　大村M・鈴木
　M参加　東日本区大会ワイズメネットアワーにて講話　大村M
　06/14 第4回東日本区ワイズメネット委員会＠四谷YMCA同盟
　大村M参加
絵画コンクール実行委員会（青木委員長）
■報告：絵画コンクールの募集チラシを6月中旬より学校へ配布
　6/14 本町タワー4階第二会議室にて3007名の児童に配るため
　に封筒詰めをやりますので、皆様ご協力お願い致します。13:00-
　17:00　30分でも1時間でもかまいません。作業のお手伝いお
　願いします。絵画コンクールの審査場所は三島市社会福祉会館
　4F　09/22（日）に手配済みです。

＜今期事業報告＞
●会計より　50周年積立の金額を検討願います。→本年は
　100,000円　別口座にて管理

＜次期事業計画案・予算案承認の件＞
●次期各委員会より　予算・内容等一部修正の上承認。総会
　へ。
●次期会計より　委員会予算を加味し、総会までに予算案
　策定
※07/01 社会を明るくする運動街頭宣伝及び第一回役員
会を開催

2019年6月 第12回 新旧合同役員会議事録

日　　時：2019年6月4日（火）19:00〜21:30
場　　所：大村 俊之Y's邸
出席数（今期）：10名中9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）＋光永親睦副・大村メネット　計
11名
出席数（次期）：9名中8名（石川会長〇/渡邉A副会長〇/日吉
B副会長・プロドラ〇/相川書記・会報・広報〇/岩田副書記・
CS・BF〇/藤田会計・農園〇/岡田EMC・YMCA〇/長澤IBC・
DBC・親睦●/青木絵画〇）＋光永監事/鈴木IBC・DBC・親睦/
大村メネット　計11名
活動報告
■05/05（日） 恵明学園不二見地蔵尊祭り　藤田会長・岡田委員
　長・青木・日吉　4名
■05/07（火） 役員会　藤田会長・日吉・石川・相川・青木・岡田・大
　村・鈴木・渡邉・光永　メンバー 10名＋大村メネット
■05/09（木） 御殿場クラブ例会　光永　1名
■05/19（日） 第三回富士山部役員会・評議会＠熱海YMCA　藤田
　会長（役員会・評議会）／石川・青木（評議会）　3名
■05/19（日） 富士山部次期クラブ役員研修会@熱海YMCA　藤田
　会長・石川・青木・岩田　4名
■05/21（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%（渡邉欠席）　大村メネット　全出席者数13名　
　メーキャップ1名（渡邉）・修正出席率100％　SMILE（13,000
　円）
■05/21（火） 懇親会　藤田会長・相川・青木・石川・岩田・鈴木・長
　澤・光永　8名
■05/27（月） 絵画：打ち合わせ　藤田会長・青木　2名
■05/30（金） CS：だがしや楽校全体会＠市民活動センター19:00
　岡田委員長・岩田　2名
■05/30（金）-06/02（日） 東日本区大会　・前夜祭　藤田会長・光
　永　・年次代議員会　藤田会長　・メネットアワー　大村・大村
　M　・開会式／東日本区アワーI 藤田会長・石川・岩田・大村・鈴
　木・光永・大村M・鈴木M・青木・日吉・渡邉　メンバー8名・メネッ
　ト2名　計10名　・東日本区アワーII 藤田会長・石川・大村・光
　永・鈴木・大村M・鈴木M　メンバー5名・メネット2名　計4名
活動予定
■06/01（土）-06/02（日） 東日本区大会
■06/04（火） 6月度役員会（新旧合同）＠大村様邸
■06/13（木） 御殿場クラブ例会　藤田会長
■06/14（金） 絵画コンクール委員会　13:00- 本町タワー4F
■06/15（土） 9:00-11:00 見晴学園奉仕作業
■06/18（火） 三島クラブ例会・定期総会
■06/20（木） CS:だがしや楽校全体会　19:00〜　市民活動セン
　ター
協議事項（藤田会長/相川書記）
■報告：東日本区大会の件（表彰・その他報告事項）　東日本区理
　事表彰：優秀クラブ賞　CS献金達成賞・EMC-M部門努力賞・
　EMC-C出席率優秀賞　BF献金達成賞・BF使用済み切手収集協力
　賞・TOF献金達成賞・RBM献金達成賞
会計（青木会計）
■報告：会計報告提出後の入支出金がありましたら、随時報告を
　お願いします。
CS・BF委員会（岡田委員長）
■議題：見晴らし学園等のボランティア活動の件（6/15（土）9:00-
　11:00）
▶予定通り。芝生植え付け作業
農園委員会（大村委員長）
■報告：元ワイズ農園が除草後耕運により、整地状態なされてい
　ることを確認したので、宮澤正美氏を訪問し、除草剤代・耕運の
　お礼を持参し、ご挨拶と今後依頼を行いました。
EMC・YMCA委員会（大村委員長）
■報告：特にメンバーからの活動情報はなし。福田様・丸尾様候補 在籍者 13名 メネット 1名 スマイル累計 146,902円

出席者 12名 ゲスト 0名 プルタブ 0g
出席率 92％ ビジター 0名 プルタブ累計 8,930g
メーキャップ 1名 総出席数 13名 古切手 0g
修正出席率 100％ スマイル 13,000円 古切手累計 794g

三島ワイズメンズクラブ　2019 年 6 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。



んが、瀬戸内芸術祭の作品を写真に撮りましたので、皆さ
ま見てください。9 月まで開催しておりますので、興味が
ありましたら現地を訪問してみてください。楽しいふれあ
いがありますよ！

かけました。「共感した」「第 2 弾を」など、お声をかけて
頂き、お役に立てたかなとホットしました。

第 3 回富士山部役員会・評議会＆次期富士山部役員研修会

会計　青木 利治

　 5 月 19 日（日）富士山部役員会・評議会がおこなわれ
ました。
　藤田会長としては最後の部会であります。渡邉実帆部長
の挨拶の後、各事業主査・各クラブの活動報告がありまし
た。今期の仮決算の報告と次期富士山部役員の承認と部則
改定をおこなうなどの報告がありました。次に、次期富士
山部役員研修会では次期長田富士山部長（下田）より部長
方針や役員構成の発表がありました。後は、次期役員の挨
拶がありました。私（青木）EMC 事業主査、石川次期会
長として挨拶しました。
　7 月 27 日には第 1 回富士山部部会が開催されます。参
加者は藤田会長・石川次期会長・岩田ワイズ・青木であり
ます。

瀬戸内国際芸術祭 2019 ～アートにふれる②

　会計　青木 利治

　前回の会報に載っていたとおり 5 月 14 日（火）から
16 日（金）まで四国の高松に行って来ました。
　瀬戸内国際芸術祭と地中美術館の見学が目的でありま
す。地中美術館での写真撮影は禁止なので写真はありませ

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.11

YMCAとワイズメンズクラブは、いつも共通の価
値観を持ちながら、共に社会に貢献できる人を
育て、育てられてきました。
　ワイズ読本には、「私がワイズに入った訳。」とい
う項目があります。一言でいうと、私の解釈では「出
会い、ふれあい、みんなの愛」であると思っていま
す。ワイズで出会い、ワイズの仲間とふれあい、そし
て、お互いの愛を知る。ということです。
　マザーテレサは、「愛するよりも愛されることを」
と教えています。私たちは、いつも愛されたい存在な
のかもしれませんが、「愛する」ことを知った時に、
初めて、本当の愛を考えるのかもしれません。
　YMCAでは、「為すことによって学ぶ」という、
アメリカのJ.デューイの考え方が大切にされてきま
した。モデルは、バケツに入った水の中に、汚れた
ジャガイモをいれて、2本の棒でしっかりと混ぜてい
けば、汚れたジャガイモは、いつの間にか、ピカピカ
の美味しそうな「じゃがいも」となります。所謂、グ
ループワークの考え方ですが、ワイズでも当てはまり
ます。
　私たちのYMCAとワイズメンズクラブは、このよう
に、いつも共通の価値観を持ちながら、共に社会に貢
献できる人を育て、育てられてきました。これまで
も、そしてこれからも変わることのない古くて新し
い、大切なもののひとつですから、ずっと大事にした
いものです。皆様のご健康を祈りつつ連載を終わらせ
ていただきます。

東日本区担当主事・西日本区連絡主事　光永 尚生

高松港  漂流の末、ここにた
どり着いた「種の船」

直島  旅客船のターミナル
妹島和世＋西島立衛

小豆島  写真作品と製作現場
が残るギャラリー＋カフェ

直島  直島銭湯

小豆島  太陽の贈り物
チェ・ジョンファ ( 韓国）

直島  赤かぼちゃ
草間彌生

小豆島  SPIKE DRESS
コシノジュンコ

高松駅  待つ人内海さん
本間純



第 22 回東日本区大会に出席して

　会長　藤田 小夜子

　5 月 31 日（金）、東日本区大会の前夜祭から出席しまし
た。会場は、一度も訪れたことのない「国立オリンピック
記念青少年総合センター」で、東京に不案内の私には 2 日
目の出席義務者で有る、「年次代議員会」に遅れるのが嫌
なのと、代々木の杜のセンターの施設を見ておきたかった
からです。そんな私を光永さんが心配して待っていて下さ
り安心しました。
　6 月 1 日（土）2 日目の 10 時〜年次代議員会（私）・メ
ネットアワー（大村メネット講師、大村ワイズ）と終えて、
バナーを持って会場へ行くと、三島クラブのメンバーと挨
拶を交わすことができました。バナーセレモニーの順番は
ホストクラブの前が富士山部の 9 クラブでした。今年は宮
内理事とクラブごとに一言づつ挨拶をして定位置に並びま
した。
　開会式・開会宣言、開会点鐘とプログラムは進み、東日
本区アワーⅠ・各部門の報告、休憩を挿んで、森重昭氏の
記念講演「もうひとつのヒロシマ、灯籠流し」（歴史研究
家であるご夫妻も原爆被災者です）原爆の犠牲となったア
メリカ兵の遺族との交流のドキュメンタリーの上映を観た
後、国連でもスピーチされた「原爆犠牲者に国境は関係な
い」の信念の下に講演を続けられていらっしゃる貴重なお
話は大変感動をし、わが身の幸せに感謝せざるを得ない時
間でした。
　その後、時を置いて会場を変え 18
時 30 分〜晩餐会でした。
　6 月 2 日（日）3 日目は東日本区
アワーⅡ。震災、災害報告・事業主
任報告と続き事業表彰、理事表彰で
したが、全ての表彰が発表されまし
たが表彰で壇上に上がるのは 1 位だ
け。なるべく前の出易い席へと言わ
れて居たのに出番を諦めかけていた
時、理事表彰「優秀クラブ賞」三島
クラブと呼ばれました。え！え！ここ！？暫し立てません
でした。宮内理事が早く壇上へと手招きして下さり、我に
返り表彰を受けることが出来ました。会場の拍手、石川次
期会長、光永さん、大村夫妻、鈴木夫妻の笑顔をはっきり
と確認出来わが三島クラブ少人数でも皆で頑張った結果を
認められたと誇らしかったです。休憩が入り理事・役員の
引継ぎ式、バッジ、バナーの引継ぎ、新理事所信表明、今
期理事挨拶・閉会式となりました。皆さんお疲れ様でした！
感謝、感謝です。

東日本区大会「ワイズメネットアワー」報告

メネット会　大村 知子

　第 22 回「ワイズメネットアワー」が 6 月 1 日 10:00 〜
11:10、センター棟 502 号室において 32 名の参加により
開催され、三島クラブからは大村ワイズと私が参加しまし
た。
　神﨑日本 YMCA 同盟総主事
を来賓に迎え、菅谷一江委員の
司会で井上優子委員長が挨拶、
活動報告、委員紹介、震災支援
献金の寄託、澁谷実季次期委員
長への引継ぎ（立ち合い村杉一
榮元メネット委員長）、次期委
員長挨拶と委員紹介など順調に進行したのですが、結局、
主催者の歓迎の挨拶がないまま講話になり「ニーズは多様、
バリアフリー？〜バリアがあそこに、ここに、貴女にも〜」
と題して、今回は私が講師を務めました。
　短時間（正味 30 分間）で、バリアに関する研究で得た
知見や静岡大学管理職時の実例、海外での出来事、地域で
の体験などを挙げながら、ハード・ソフト両面におけるバ
リアフリーの課題や解決方法、バリアの必要な事もあるこ
となどをお話しました。7 月の仙台での国際大会や来年の
東京オリンピックなどに向けてグローバルな視点からも考
慮が必要なこと、メネットも社会と連携して活動をと呼び


