
日時　2019（令和元）年8月6日（火）
場所　大村　俊之様邸　三島市大宮町 2-13-6 
出席者　石川会長・渡邉A副会長・日吉B副会長・相川書記・
岩田CS委員長・藤田農園　義務者計6名　 
光永監事・大村・大村M　計9名 
欠席　岡田EMC・長澤IBC・青木絵画 
＜活動報告＞ 
■07/01(月) CS:第69回社会を明るくする運動　街頭宣伝＠
三島市役所・広小路駅周辺　岩田委員長・青木・大村・岡田・
鈴木・日吉・藤田　7名 
■07/01(月) 第一回役員会・親睦会　上記の通り 
■07/04(水) 農園：宮澤氏中元届　藤田委員長・大村 
■07/06(土) CS:第69回社会を明るくする運動ポスター表彰
式＠三島市社会福祉会館　岩田委員長・藤田直前 
■07/07(日) CS:恵明学園七夕まつり＠恵明学園 
岩田委員長・青木・岡田・日吉・藤田　5名 
■07/09(火) CS：社会を明るくする運動　ふれあいスポーツ
交流大会＠長伏グラウンドC　岩田委員長・藤田　2名 
■07/12(金) プロドラ：合同例会打ち合わせ 
日吉委員長・渡邉・青木・藤田　4名 
■07/16 沼津・三島・御殿場合同初例会＠松韻 
入会式　福田淑子様 
欠席者　岡田・長澤　メーキャップ　岡田 
大村メネット・来賓　豊岡三島市長 
沼津11名・御殿場21名・熱海5名・熱海G1名・伊東6名・下
田4名・富士5名・富士宮6名　総出席者72名 
SMILE 36,072円 
■07/18(金)-21(土) アジア太平洋地域大会　青木・岩田・藤
田・光永　4名 
■07/25(木) CS:だがしや楽校運営委員会　岩田委員長・藤田
2名 
■07/27(土) 富士山部第一回役員会・評議会 
役員会：石川会長・青木部主査 
評議会：石川会長・日吉副会長・藤田会計・青木部主査 
■07/28(日) 農園：ワイズ農園　施肥及び人参の種蒔き 
藤田委員長・岩田・大村・鈴木・青木　5名　大村メネット計
6名 
■07/31(水) 農園：細井要氏への暑中見舞届　藤田委員長1名 
＜富士山部初例会参加者＞ 
■伊東・下田合同初例会　石川会長・青木・岩田・大村・日
吉・藤田・光永・大村M　メンバー　7名・メネット1名 
■熱海クラブ初例会　石川会長・青木・岩田・大村・日吉・
藤田・大村M　メンバー6名・メネット1名 
■富士・富士宮合同初例会　石川会長・青木・鈴木・藤田　
メンバー4名 
■熱海グローリークラブ初例会　石川会長・青木・鈴木・藤
田　メンバー4名 
＜今後のスケジュール＞ 
■08/02(金) CS:すこやかふれあいまつり　説明会　岡田 
■08/02(金) CS:だがしや楽校　役員会＆ちぴっこあきんど説
明会　岩田 
■08/06(火) 第二回役員会 
■08/08(木) 御殿場クラブ例会　光永 
■08/09(金) CS:街中だがしや楽校　運営委員会 
■08/12(月) CS:街中だがしや楽校　役員会　岡田 
■08/18(日) 農園:人参草取り　8:00～ 
■08/24(土) CS:街中だがしや楽校　前日準備　13:00 
■08/25(日) CS:街中だがしや楽校　準備　6:00～, 
8:00-15:00 開催 
■08/25(日) 三島クラブ親睦納涼例会＠ムクゲ　17:30- 
■08/31(土) 農園:施肥及び大根種蒔き 
■09/02(月)-09/06(金) アジア・太平洋YMCA大会＠

YMCA東山荘（9/4 柿田川見学　15:30出迎え予定　青木・光
永・藤田 
■09/05(木)　熱海YMCAバーベキュー懇親会　青木・大村 
■09/14(土)　CS:東レアローズカップ 
　　　　　　　東レ体育館・長泉ウェルピア 
　　　　　　　（事前打ち合わせ　9/4 or 6） 
■09/14(土)　YMCA東山荘　奉仕作業 
■09/29(日)　富士山部部大会及び下田クラブ40周年記念例
会＠ホテル伊豆急　登録費7,000円 
■11/10(日)　CS:市民すこやかふれあいまつり 
＜協議事項・報告事項＞ 
■会員増強委員会Change!2022 原稿の件、8/7提出 
■第一回富士山部役員会・評議会報告等 
　・沼津新クラブの件他 
■ワイズドットコムにて、各クラブ事業告知受付中 
■ワイズドットコムMLの一括対応を検討→方針的に、クラブ
MLのアドレス登録可能か検討したが、区から不可との連絡あ
り。再度どうするか検討。 
■富士山部会員増強事業主査より会費・事業について見直し
することがクラブ存続のために必然となります。よそのクラ
ブ会費のあり方などを検討。 
■会計より　出席者・振込者の会費は入金済み・事業費の仮
払い完了・東日本区前期納入完了・富士山部YMCA納入完了・
立替金がある場合は会計までお知らせください。 
■CS委員会 
だがしや楽校　ワークショップ内容確認 
テーブル(5)・椅子(10)・イーゼル(1) 光永持参 
25日は8時集合 
■農園委員会：8/31(土) 8:00～　施肥及び大根種蒔きを実施　
多くの人数が必要です。協力よろしくお願い致します。 
■DBC・親睦委員会 
納涼例会実施・会費1,000円程度を予定　委員会補助有り 
■プログラムドライバー委員会 
納涼例会プログラム検討→承認 
■会報広報委員会 
・例会報告（光永）　新年度所信表明・恵明七夕まつり（青
木）・アジア太平洋地域大会（藤田）・富士山部役員会評議
会（青木） 
ML関係の管理について検討 
■メネット委員会 
　・7/06(土)東日本区2019-2020第一回ワイズメネット委員
会＠四谷YMCA同盟会館　大村M出席予定

光永　尚生 
今期、石川会長期
の3クラブ合同の初
例会は、三島クラ
ブの担当で実施し
ました。 
参加者は、総勢72

名でたいへん盛り上がり感謝でした。沼津11、御殿場21、熱
海5、熱海G1、伊東6、

下田4、冨士5、富士宮6、三島11と参加された各クラブ
の皆様には心より感謝とお礼を申し上げます。 

例会会場である「松韻」さんは、佐野美術館に隣接し、
素晴らしいお庭に、池、そして流れる複数の滝などを配し
た、三島でも有名な食事処であります。今回の食事も、無理
をお願いして、私たちの例会にしては?素晴らしい 

内容を皆様にご提供できたのではないかと、ひそかに想
っております。お店では、72名の皆様に振る舞われるため
に、食器なども新規に購入されたとのことでした。こちらの
ご配慮にも感謝でした。大勢で謳う、ワイズソング、共にワ
イズの信条を読み上げる様は、まさに1年のスタートにふさわ
しい、ワイズスピリット確認の場ではないでしょうか。富士 

山部の皆様との絆、繋がりや関わりを感じた次第です。何
よりも、新たに5名の新入会者が与えられたことが最大の喜
びでした。入会者の皆様に多くの幸がありますように。ま
た、ご来賓の豊岡武士三島市長からのご挨拶では、私たちの
クラブの日ごろの活動を覚えていただき、心に沁みるご挨拶
も頂戴し感謝でした。 

なにはともあれ、富士山部の長田部長をはじめ、各クラ
ブの皆様、役員の皆様とこの1年が健やかに歩めるように祈
りながら例会に参加できました。いつもありがとうございま
す。
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例会日：毎月第三火曜日　18:30-20:30 三島ワイズメンズクラブ　CHARTERED OCTOBER 7.1977 
例会場：松韻　静岡県三島市中田町1-16 TEL.055-973-2678 http://www.showin.jp/

主題： 
国際会長「よりよい明日のために今日を築く」JenniferJones 
アジア・太平洋地域会長　「アクション」　   田中博之 

東日本区理事　  「勇気ある変革、愛ある行動!!」山田敏明 
富士山部長　     「共に歩もう、素晴らしきワイズ」長田俊児 
三島クラブ会長　「ワイズたるを知る」             石川敏也

今月の言葉：ですから、明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に、十分あります。 
（マタイの福音書　6章34節）

強調月間 

CS 

令和元年8月　三島クラブ　親睦納涼例会

■日　時：2019年8月25日（火）17:30～ 
■場　所：焼肉　ムクゲ 
■受　付：日吉　和代Y’s 
■司　会：光永　尚生Y’s 
■開会点鐘：石川　敏也会長 
■開会挨拶：藤田　小夜子Y’s 
■ワイズソング斉唱：出席者一同 
■ワイズの信条：光永　尚生Y’s 
■会長挨拶：石川　敏也会長 
■ゲスト・ビジター紹介：石川　敏也会長 
■誕生日・結婚記念日祝：親睦委員会 
■食前の感謝：相川　毅Y’s 
■会食 

■委員会報告・書記報告 
■スマイル・出席率報告：プログラムドライバー委員会 
■閉会挨拶：鈴木　忠雄Y’s 
■閉会点鐘：石川　敏也会長 

なし なし

沼津・三島・御殿場合同初例会報告

2019年8月　第2回役員会議事録

在籍者 13名 メネット 1名 スマイル累計 36,072円

出席者 11名 ゲスト 1名 プルタブ 0g

出席率 85% ビジター 59名 プルタブ累計 0g

メーキャップ 1名 総出席者数 72名 古切手 0g

修正出席率 92% スマイル 36,072円 古切手累計 0g
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富士山部会員増強事業主査　青木利治 

7月27日（土）13時より道の駅「開国下田みなと」の会

議室にて富士山部役員会・評議会が開催されました。東日本

区からの報告と富士山部前期半年報の報告であります。残念

ながら前期より10名の減少で会員173名です。 

ただし、7月に8名の入会がありました。そのため、東日

本区より会員増強に力を入れるようアピールがありました。

協議事項は予算案承認と部長以下各主査・各会長などの活動

方針が承認されました。そして、9月29日(日)富士山部部大会

と下田クラブ40周年記念例会の実施の報告がありました。 

出席者　石川会長・青木富士山部会員増強主査・日吉副

会長・藤田会計

梅雨明けの

当日の朝、

突然お世話

になってい

る宮沢先生

から、前大

村委員長の

下へ「急で

はあるが今

日（7/28日

の午後1時か

ら人参の種蒔きをしたいから一人でも二人でも出られたら」

ということの連絡が入った。 

農園は今までと同じ場所の畑が借りられたとのこと。 

急いでメンバ―一人づつに連絡がてら、出欠を問い、 

お蔭様で大村、大村M、岩田副、鈴木、藤田委員長の5人

が参加してもらえた。 

午前中は曇天だったが、農園に着いた12時半頃は今まで

の日照を取り戻すかの如くの真夏の太陽がここぞとばかり照

り付けた。 

宮沢先生はトラクッターで肥料を運んで下さり、メンバー

はせっせと汗だくになり、施肥散布する。その後トラクッ

ターで整地、先生の畝作り、メンバーの人参の種蒔きと上土

の落ち着かせ作業(蒔いた種が乾かぬよ

うに）と久しぶりの農作業に良い汗を

流したメンバーの面々。 

その後、合流した青木ワイズに集合

写真を撮ってもらい終了した。 

参加して下さったメンバーの皆さん

急な呼び出しにもかかわらず、大変お疲

れ様でした。感謝です。農園が始まった

ことにホッとしました。 

三島クラブのメンバーの皆様、次の

作業日は８月末か９月初旬に大根の種

蒔きの予定ですが、その前に除草作業

があるかもと宮沢先生は話して居られ

ましたが、その都度前もって連絡をしたいと思っていますの

で、ご協力をお願い致します。

　　　絵画コンクール委員長　青木利治 

7月7日（日）恵明

学園の七夕祭り、当日

は曇りのため残念なが

ら天の川を見ることは

できませんでしたが、

雨に降られず楽しく七

夕祭りを楽しみまし

た。４年前から参加し

てまして、参加当初から「じゃがバタ」を担当しています。

ワイズメンズクラブも他のボランティア団体と同じく恵明学

園の子どもたちのためにボランティア活動をおこないまし

た。子どもたちも七夕祭りを楽しみにしていて、我々大人と

触れ合って楽しんでいる姿にいじらしいと思います。三島ク

ラブは藤田ワイズ・日吉ワイズ・岡田ワイズ・岩田ワイズ・

青木の５名が参加しました。５名がチームワークよく、ジャ

ガイモを温める

役、ジャガイモを

カップに入れる

役、バターをつけ

る役、じゃがバタ

を並べる役など役

割を分担して、子

どもたちに振る舞

いました。 

下記の日程で、富士山部部大会及び下田クラブ40周年記

念例会が開催されます。各自日程調整の上ご参加よろしくお

願い致します。 

日　時　令和元年9月29日　10:00～15:30 

会　場　ホテル伊豆急　1F燦（かがやき） 

　　　　　　　下田市白浜2732-7 TEL.0558-22-8111 

登　録　令和元年9月10日まで（書記取りまとめ） 

登録費　7,000円 

内　容　部大会・40周年記念式典・懇親会

・NPO法人熱海YMCA9月運営委員会・バーベキュー懇親会 

　　令和元年9月5日　18:00～20:00 @熱海YMCAセンター 

　　登録期限　8/16 現在　大村Y’s, 青木Y’s 出席予定 

・2019年YMCA東山荘奉仕作業 

　　令和元年9月14日　10:00～12:30　＠YMCA東山荘 

直前会長・会計　藤田小夜子 

　2019年７
月19日（金）
～21日（日）
の日程で東北は
杜の都、仙台国
際センターで開
かれた。東北地
方を襲った３・

１１の「東日本
大震災」で被災された多くの方々の復興されている現状を多
くのワイズが自分の目で見ることで、私達参加者が何をした
ら良いのかという課題の下に開かれた大会と認識している。
因みに今回のテーマは［Action！前へ進もう］でした。大会
には日本区５５０人弱、海外から１８１人、（このうち１３

０人以上 が台湾からと記憶する）自国の日本からはもう少

し参加者が欲しかったと感じました。　 

　2日目は被災地をめぐるエクスカーション（４コース）
が用意され、①コースは仙台市内と10Mの津波が押し寄せた
荒浜地区～海岸コース、②コースは南三陸～石巻大川小学校
～津波と復興を知るコース、③コースは東松島～松島湾を巡
るコース、④コースは福島第一原発20KM圏内、福島を知る
コースと参加者が夫々の希望のコースに分かれました。 

人気のコースは③コースでバス７台だったそうです。海外
の参加者は観光を兼ねてだったのでしょうか？私はというと

青木さん、沼津クラブの大村さん、京都クラブの金澤さんの
４人が同じ②コースの戸倉小、中学校の跡地と説明。 

北上川河口から３,７㎞離れた所に有った大川小学校の被
災時の状況の説明で「小さな失われた命」が今残っている校
舎の佇まい、運動場のそこここから聞こえて来そうな錯覚を
覚えたのは私だけだったかもしれませんが、やはり辛かっ
た。 

仙台国際センターに帰って、２日目のアジア太平洋地域大
会会長田中博之ワイズ主催の晩さん会は１日目の直前会長タ

ン・ミン・シャオ、ワイズ主催の時と同様、各国のワイズメ
ンの交流がな
され会場は国
際色に彩られ
た で し ょ う
か。 

3日目は、IBC締結式が
行われ、富士山部から
は熱海クラブのクワッ
ドラングルの締結が有
り、世界初の出来事だ

そうです。流石、我らの親クラブ熱海クラブです。 
その後国際表彰及び各報告があり、第29回アジア太平洋

地域大会が台湾・高雄であり、第74回国際大会がデンマー

ク・オーデンセで開催されることのお誘いがあり、クロージ
ングセレモニーと続き3日間の幕が降ろされました。

副書記・CS委員長　岩田　守央 
今期のＣＳ・ＢＦ委員長を任されて、未だにワイズメンズ

クラブがどの様なボランティア活動・奉仕をしているか解ら
ないなかで、今までクラブの積み重ねに甘え各イベントに参
加をさせて頂きワイズメンズクラブの事を分っていき、メン
バーやイベントに関わった方々が、楽しんで貰えたら良いと
思ってます。 

B副会長・プロドラ委員長　日吉　和代 
今期B副会長を引き受けましたが、体力減退を感じている

私ですが、A副会長の渡邉さんと協力し石川会長をサポート
していきたいと思っています。例会・三島ワイズで行う事業
にはできる限り参加します。 

EMC・YMCA委員長　岡田　美喜子 
三島クラブのメンバーになってから、CS委員、CS委員長

を歴任し、入会以来はじめて他の委員会（EMC・YMCA委員
長）に推薦されました。 

CSにやりがいを感じていましたが、次の方に引き継ぐこ
とも大切と考え、推薦をお受けすることにしました。 

しかしながら、仕事柄EMC委員というのはハードルが高
く、これまでも誰かを何かにお誘いするということは大きな
責任と利害を伴うと考え避けてきたところがあります。三島
クラブからEMC委員として期待されていることも承知してい
ましたので、なおさら私にはできない役割であり、重荷と考
えました。 

不安ながらも事業計画を考えていると、ゲストを招待でき
るよう常にアンテナを高く、会員からの情報提供を求めるこ
と。例会で親しみやすい雰囲気づくりと共に、楽しさや自分
磨きができるプログラムを考えること。活動やブリテンを
SNS等で発信し、活動内容の周知を図ることなど、入会者を
探すことだけが役割ではないことに気が付きました。 

石川会長のもと、会員数１５名を達成できるよう、メン
バーの皆様のお力も借りながら、私なりの努力をしたいと思
います。 

絵画コンクール委員長　青木　利治 
9月22日(日)に絵の審査と10月26日(土)絵画コンクール表

彰式と子どもたちの絵の展示作業(11月1日・12月10日予定)
など三島クラブのみな様できるだけ参加をお願いします。詳
細は後日お知らせします。 

　絵画コンクールが子どもたちを始め、三島クラブのメン
バーが楽しくできるようにしたい、これが私の所信表明で
す。今、三島市内の高校生・大学生に絵の展示のお手伝いを
お願いしています。(どうなるか未定ですが) 

富士山部第一回役員会評議会

THE SERVICE CLUB OF THE Y.M.C.A AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBTHE SERVICE CLUB OF THE Y.M.C.A AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUB

ワイズ農園から 
～待ちに待った農園事業はじまる～

第28回アジア太平洋地域大会に参加して

恵明学園　七夕祭りは楽しく参加！

今期役員　所信表明

三島ワイズメンズクラブ　2019年7月号ブリテン 
＜発行：会報・広報委員会（相川・長澤・石川・光永）＞ 
掲載内容に関することは☎090-1415-0386（相川）まで、お気軽にお問い合わせください
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富士山部　部大会・下田40th案内
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