
日時　2019（令和元）年9月3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・岡田EMC・青木絵画　義務者計8
名　大村YMCA連　計9名 
欠席　長澤親睦DBC 
＜活動報告＞ 
■08/02(金) CS:すこやかふれあいまつり　第一回実行委員会　
岡田　1名 
■08/02(金) CS:街中だがしや楽校　役員会＆ちびっこあきん
ど説明会　岩田委員長　1名 
■08/06(火) 第二回役員会　9名 
■08/09(金) CS:街中だがしや楽校　第6回運営委員会　岩田
委員長・藤田　2名 
■08/18(日) 農園:人参草取り　藤田委員長・青木・岩田・日
吉・福田・渡邉　6名 
■08/24(土) CS:街中だがしや楽校　前日準備　岩田委員長・
岡田・福田　3名 
■08/25(日) CS:街中だがしや楽校　岩田委員長・相川・青木・
石川・大村・岡田・鈴木・日吉・福田・藤田・光永・渡邉　
計12名　200名強対応 
■08/25(日) 三島クラブ納涼例会＠焼き肉ムクゲ 
出席者　メンバー11名（欠席：岡田・長澤）メーキャップ　
岡田1名 
出席率　85%、修正出席率　92% 
SMILE 36,072円 
■08/27(火) 農園:見廻り　藤田委員長　1名 
■08/31(土) 農園:畑全体の施肥、大根種蒔き、キャベツ・ブ
ロッコリの植え付け　藤田委員長・青木・岩田・大村・福田・
渡邉　メンバー6名、御殿場クラブ5名　計11名 
＜今後のスケジュール＞ 
■09/03(火) 第3回役員会 
■09/04(水) CS:東レアローズカップ打ち合わせ＠東レ体育館　
15:00～　岩田委員長・岡田 
■09/02(月)-06(火) アジア･太平洋YMCA大会＠YMCA東山荘 
（9/4 柿田川見学：青木・藤田・光永対応） 

■09/05(木) 熱海YMCA理事運営委員会　18:00～　熱海
YMCA BBQ懇親会　18:30～　青木・大村・鈴木 
■09/12(木) 御殿場クラブ例会　藤田・青木・福田 
■09/14(土) CS:東レアローズカップ　東レ体育館他 
■09/16(月･祝) 農園:大根疎抜き・白菜植え付け・人参間引
き・大根の種蒔き 
■09/17(火) 三島クラブ例会 
■09/22(日) 絵画:絵画の審査　10:00～ 
■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 
■10/09(水) CS:市民すこやかふれあいまつり　第二回
実行委員会　岡田 
■10/18(金) CS:市民すこやかふれあいまつり　団体説

明会　岩田委員長 
■10/20(日) CS:みはらしフェスティバル@見晴学園　10:20-
14:30 
■10/26(土) 絵画:絵画コンクール表彰式 
■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＞ 
■富士山部部大会及び下田クラブ40周年記念例会 
　祝儀（10,000円）用意・交通手段は例会時に検討 
　石川会長・大村・日吉・藤田・光永・大村M 参加登録 
■富士山部会員増強事業報告書提出の件 
　・内容検討、会長・委員長内容確認の上書記から提出 
■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。全メンバーに登録のお願いを送付 
■会計より　立替金がある場合は速やかに会計までお知らせ
ください。 
■CS委員会 
・街中だがしや楽校　200人強の参加がありました。お礼状
は9月ブリテンに掲載願います。 
・東レアローズカップ　9/14に予定通り開催。会場は東レ体
育館と、ウェルピアながいずみ　例年通り飲み物配布・チ
ケットは相川担当・会長挨拶有り。 
・みはらしフェスティバル　祝儀10,000円・9/10申し込み 
・市民すこやかふれあいまつり　例年通り輪投げ・野菜販売
を行います。輪投げ手配は、岩田委員長。農園の状況把握の
必要もあり、十勝ファンドのじゃがいも（10箱）・たまねぎ
（5箱）を沼津クラブ経由で購入し販売する。 
■農園委員会：9/16、下旬に農園作業 
9/16 大根の疎抜き、白菜の植え付け、人参の間引き、大根の
種蒔き予定 
下旬（日程は例会時）大根の疎抜き、大根、人参の草取り 
■DBC・親睦委員会 
・親睦会は偶数月に開催予定 
・京都クラブからの提案を検討。2月に実施することで対応 
■プログラムドライバー委員会 
例会プログラム検討→承認 
■会報広報委員会 
・例会報告（日吉）　新年度所信表明（長澤）・入会挨拶（福
田）・だがしや楽校（岩田）・アジア太平洋YMCA大会（光
永）・YMCA運営委員会とBBQ（大村）・農園（藤田） 
■絵画コンクール委員会 
実施要項通り行います。 

日吉　和代B副会長 
今回例会の前に三島大社で行われるだがしや楽校の開催

日、猛暑の中行われた。12名の参加者あり、子供達も多数参
加し楽しい有意義なイベントでした。その後、18時より納涼
例会が焼肉店ムクゲで出席率85％修正出席率92％予定どおり
行われた。いつもと違う例会の雰囲気でなごやかにはじまっ
た例会食前感謝後カンパイで始まった。おいしい焼肉特別料

理で御主人からのエビチリ等本当においしかったです！！感
謝です！！今回の例会は卓話もなく会員同志の親睦をかねた
ワキアイアイとした例会で会員同志の意志疎通が出来たと思
います。有意義な納涼例会でした。
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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：子どもたちよ。私たちは、こどばや口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。 
（ヨハネの第一の手紙　3章18節）

強調月間 

ユース 

令和元年9月　三島クラブ例会PROGRAM

■日　時：2019年9月17日（火）18:30～ 
■場　所：松韻　三島市中田町1-16 
■受　付：岩田　守央Y’s 
■司　会：青木　利治Y’s 
■開会点鐘：石川　敏也会長 
■開会挨拶：岡田美喜子Y’s 
■ワイズソング斉唱：出席者一同 
■ワイズの信条：青木　利治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 
■感謝盾贈呈：石川会長・藤田直前会長 
■誕生日・結婚記念日祝：親睦委員会 
■食前の感謝：岩田　守央Y’s 
■会食 

■卓話：「大人だって絵本は楽しい～絵本との出会い～」 
　　　　　　　　　　　てんとうむし文庫　段　千恵子様 
■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：相川　　毅Y’s 
■閉会点鐘：石川　敏也会長 

None.

納涼例会報告

2019年9月　第3回役員会議事録

在籍者 13名 メネット 0名 スマイル累計 45,802円

出席者 11名 ゲスト 0名 プルタブ 0g

出席率 85% ビジター 0名 プルタブ累計 0g

メーキャップ 1名 総出席者数 11名 古切手 0g

修正出席率 92% スマイル 9,730円 古切手累計 0g
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9月例会卓話者紹介 
「てんとうむし文庫」段　千恵子さん 

　　

　てんとうむし文庫は本好きのお母さん達が地域の子ども

たちにも本好きになってくれるよう始めた家庭文庫です。段　

千恵子さんはその代表です。 

　１９９４年ユネスコライブラリーより１００冊の本の寄

贈をうけてから家庭文庫として本の貸し出しを始めました。

てんとうむし文庫は三島市内３か所にあり、自宅の片隅で開

いています。また、子どもたちに絵本の読み聞かせ・親子でわ

らべうたを歌い・手づくりおもちゃで遊ぶ・その他のワーク

ショップ活動をおこなっています。伊藤忠子ども文庫財団より

の助成金を受けてたくさんの本を蔵書するようになりまし

た。長年の活動により文部科学大臣表彰受賞・静岡県知事

賞・野間読書推進賞などを受けています。 

段さん自身は、薬剤師・サイエンスコミュケーター・Ph.D

専門は細胞生物学です。



農園委員長　藤田小夜子

8月の最終日の31日（土）8時から三島クラブから青木、

岩田、大村、福田、渡邉、藤田の6名と御殿場クラブの5名が

参加を頂き、宮沢先生のご指導の下、人参の畑部分を除いた

３/４以上の畑の石灰、たい肥、化成の三種類の施肥を終えて

一回目の休憩を取り、先生のトラクッターでの作業に続いて

ブロッコリ、キャベツの畝作りと苗の作付け。 

二回目の休憩を取り、本日のメイエベントの第一回大根の

畝作りと種蒔きをした。ここで三回目の休憩兼終了となっ

た。 

心配されたお天気の方も、前の二回の作業日と比べれば、 

大分助けられた日差しでは有ったが、施肥の作業が初めて

の御殿場クラブのメンバーの皆さんにはきつかったのでは無

いかと感謝することしきり！！。慣れてる？三島クラブのメ

ンバ―の皆さんもお疲れ様！でした。お陰様で我がワイズ農

園もようやく農園らしくよみがえってきました。 

あと、もう一回大根の二回目の種蒔きと白菜の植え付け作

業が有ります。それが終わるとワイズ農園の畑はフルコース

となります。大変だとは思いますが皆でワイワイと楽しみな

がら自然に触れ合えるワイズ農園にしたいですね。

CS委員長　岩田　守央 

8月25日㈯に6月より準備をしてきました「第12回　街中

だがしや楽校　in三嶋大社・ゑびす参道」に参加致しまし

た。 

だがしや楽校のテーマは、 

【だがしや楽校の子どもたちの大事な仕事は「よく遊び・

よく学びよくお手伝いをする」その3つの仕事をした子ども

はだがしと交換きる「ゑびす券」がもらえます。だがしや楽

校で、子ども達は働く意欲、お手伝いをする喜びを楽しく経

験しましょう。】です。 

　そのなかで、私達は、震災時に阪神大震災や東日本大震

災などのボランティア活動参加経験をもとに、新聞紙で出来

るスリッパを知って貰えたらうれしく思い、今回も約200名

の子供たちと楽しい１日を過ごせました。 

毎年、9月には御殿場Y'sの皆さんと沼津クラブ、三島クラ

ブの協力でＹＭＣA東山荘の清掃奉仕作業を実施していただ

いています。 

今回は、御殿場クラブ13名、沼津クラブ7名、三島クラブか

らは鈴木Y'sと光永の2名が参加しました。ベトナムからの横

浜ＹＭＣAインターン2名なども加わり、25名の奉仕でした。

二時間程度で、東山湖畔の道路沿いの斜面などの除草や、樹

木の下草刈りなどかなり綺麗になり感謝でした。 

ＹＭＣA東山荘は、第9回静岡県景観賞を2年半前に受賞しま

した。皆さんのご奉仕と地域との協働により、美しい里山の

風情を守っています。富士山部3Y'sのご奉仕に感謝して報告

いたします。
9月12日の夜は、御殿場ワイズメンズクラブの恒例のBBQ

例会に参加いたしました。三島クラブからは、ビジターとし

て青木ワイズ、藤田ワイズ、福田ワイズと光永の4名の参加が

あり賑やかでした。 

今回は、寮寮中であられた、御殿場クラブの高橋会長の

復帰後のご挨拶をお聞きできて、感謝でした。例会では、若

林ワイズ・御殿場市長からのご挨拶のあと、先日のYMCAア

ジア太平洋大会への、御殿場クラブ、三島クラブからの支援

に対しての感謝とお礼の言葉がありました。ご挨拶に東京か

ら駆けつけていただきました。 

秋は、長月と言いますが、夜のきもちよい空気に触れ、美

味しいバーベキューと、伊東クラブの久保田ワイズからの差

し入れの絶品干物にも舌鼓をうちました。久保田ワイズの差

し入れ感謝でした。 

今回は、福田ワイズも参加されましたが、他クラブ訪問と

交流、DBCやIBCなど、ワイズ活動の神髄をいろいろと感じ

られれば幸いです。 

私は、東西ワイズの担当・連絡主事として多くの交わりの

機会を与えていただいていますが、できるだけ、三島クラブ

の皆さんにその醍醐味を共有していただけるように前進いた

しますので宜しくお付き合いくださいませ。

第3回　農園作業だより
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街中だがしや楽校　報告 YMCA東山荘奉仕作業報告 御殿場クラブBBQ例会参加報告
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