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会　場：アモール・エテルノ・リオ
TEL:055-975-6600

国際会長
アジア地域会長

東日本区理事
富士山部部長
三島クラブ会長

「私たちの未来は、今日から始まる」　  Joan Wilson
「ワイズ運動を尊重しよう」　      Tung Ming Hsiao

「明日に向かって、今日動こう」　    利根川 恵子
「富士山のように大きな心で奉仕をしよう」  増田 隆
「出会いと絆に感謝しよう」　        岡田 美喜子

会　長　岡田 美喜子　副会長　A:藤田小夜子 B:石川 敏也
書　記　相川 　毅　　会　計　青木 利治
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イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人とに愛された。（ルカによる福音書 2章52節） 

2017年1月 三島ワイズメンズクラブ例会

1月 沼津・三島・御殿場合同例会～部長公式訪問　　　　　　　　　　　　　　　　　  
■日　時：2017年1月10日(火) 18:30～
■場　所：ニューウェルサンピア沼津
■受　付：佐藤昭雄Y’s・渡邉近子Y’s
■司　会：大村貴之Y’s（沼津クラブ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■開会　点鍾：▶3クラブ会長
■開会の挨拶：▶岡田 美喜子会長
■ワイズソング斉唱：▶出席者一同
■ワイズの信条：▶長谷川 等Y’s（沼津）
■会長　挨拶：▶3クラブ会長
■ゲスト・ビジター紹介：▶渡邉 実帆会長（沼津）
■富士山部部長挨拶：▶増田 隆部長（富士）
■食前の感謝：▶相磯 優子（沼津）
■会　　食

■卓　　　話：▶株式会社
　　　　　　　  エフエムみしま・かんなみ
　　　　　　　  代表取締役 杉山 喜徳 様
■誕生日・結婚記念日祝：▶各クラブ担当
■スマイル報告：▶各クラブ担当
■出席率報告：▶各クラブ担当
■閉会　挨拶：▶前原 末子会長（御殿場）
■閉会　点鐘：▶3クラブ会長

1/28 小野Y's1/2 光永M・1/23 青木

Y's・1/25 藤田Y's

12 月クリスマス例会報告　

親睦委員　光永 尚生

　三島クラブの12 月例会は、三島市の児童養護施
設である恵明学園を会場に行われた。12 月25 日
の14:00 に役員会を経て、学園内にて開会点鐘に
より幕を開けた。この日は学園のクリスマス会に
ジョイントさせていただくスタイルのクリスマス
例会並びに祝会とし、クラブ員が、サンタクロー
ス、トナカイ、などなどに扮して子供たちのテーブ
ルに別れて素晴らしい交流をさせていただいた。
プレゼントやケーキをクラブから準備させていた
だいたが、子供たちがことのほか、喜んでくれたこ
とが印象的であった。
　クラブメンバーの杉村Y's にお世話になり、合同
移動例会が実現し、メンバー一同が自ら交わりの
素晴らしさを体感した。この内容を、継続し蓄積し
ていくことは、クラブの新しい価値の創造や地域
との交わり、地域への奉仕に繋がる予感を覚えた。
クリスマスの夜空に向け、弾けるような子供たち
の笑顔と出会えたことに心から感謝して報告とし

たい。

恵明学園に光永サンタがやってきた!!



THE Y'S MEN'S CLUB OF MISHIMA

クリスマス例会に参加して！

パートナー　岡田 順二

　恵明学園児童部で開催されたクリスマス例会に
参加させていただきました。
　恵明学園様は、当社の顧問先として日頃より労
務を担わせていただいていますが、児童部には
行ったことがなく、このたび、ワイズメンズのクリ
スマス例会が児童部で開催されるとのことでした
ので参加を決めた次第です。
　子どもたちの劇や歌は大変ほほえましく、サン
タクロースのゲームも久しぶりに童心に返って楽
しませていただきました。
　ワイズの活動を知ることができ、楽しく有意義
な時間でした。

三島ワイズと恵明学園クリスマス会

恵明学園児童部 児童指導員　杉村 勝巳

　明けましてお
めでとうござい
ます。本年もよ
ろしくお願いい
たします。
　 昨 年 暮 れ の
12 月25 日、静
岡恵明学園児童
部にて三島ワイ
ズメンズのお仲
間が社会貢献と

してクリスマス会を盛り上げてくださいました。
　出し物は恵明学園児童の幼児さんのオペレッ
タ、小学生の劇「いちばんすばらしいおくりもの」
をお披露目いたしました。キリスト教が発祥のこ
のワイズメンズにふさわしい演劇を観て頂けたこ
とは、とても喜ばしいことでありました。機会がご
ざいましたら、何かの記念事業に演劇が披露でき
たらと勝手ながら思ってしまいました。
　三島ワイズさんからも出し物をしていただきま
した。光永さんを中心にサンタクロースになって
レクリエーションをするなど子ども達がとても喜
んでいました。
　会食は粗飯でありますが、子ども達のテーブル
に各ワイズ皆さんが仲間入りし、交流を深めるこ
とができました。

　三島ワイズさんからは、子ども達・職員の分ま
で心温まるクリスマスケーキ・お菓子の袋詰めの
プレゼントがありました。
　児童養護施設には「娯楽費」の補助がないため、
様々な方のご支援を頂きながら潤っているのが現
状でございます。この場を借りまして、是非地域の
児童養護施設への「隣人愛」の慈しみの輪を広め
て頂けましたら幸いに思います。
　この度は、まことにありがとうございました。
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恵明学園児童部の楽しいクリスマス会

会報/ 広報委員長　石川 敏也

　12 月25 日（日）、恵明学園児童部のクリスマス
会に招待していただき、三島クラブからは光永タ
ンタをはじめ、トナカイやサンタの帽子をかぶっ
たメンバーが多数参加させていただいた。
　何より圧巻だったのは光永サンタである。どこ
からどう見てもサンタそのもの。登場の仕方も、途
中でわざと転んで見せたり、さすがにYMCA にこ
の人ありといわれている（？）実力は素晴らしい
ものでした。どうも静岡の人間、特に東部の人は
シャイで引っ込み思案なためもあってか、三島ク

ラブでここまで周りのみんなを楽しませてくれる
人はほかにいませんでした。それでもみんな、子供
たちの前では明るい笑顔で童心に帰ったように楽
しく接していました。
　今回のご招待をきっかけに、これからもできる
だけ関係を密にしていき、ワイズ活動の根幹であ
る青少年の育成を目指して協力していけたらと思
いました。ありがとうござました。

メネット会主催「料理教室のお知らせ」

メネット会　大村 知子

　久しぶりにお料理教室を開催します。料理を作
りながら親交を深め、講師の相川メネットから調
理のコツや技、器具の扱いなどを教えていただき
ましょう。メネットの皆様お気軽にご参加下さい。
今回は親睦委員会共催ですからワイズメンも男女
にかかわらず是非ご参加下さい。料理の参観と試
食会に参加でもOK です( 会費はいただきます）。　
　メニューは当日のお楽しみです。試食会も楽し
いランチタイムになると乞期待！！
■日時：平成29 年1 月29 日（日）10:00 ～14:30
■場所：相川ワイズの事務所２F ショールーム
■講師：相川明実さん（メネット）
■参加費：2,000 円（材料費）
■持ち物：エプロン・ハンドタオルなど（料理し
　やすい服装）

新例会場「レストラン・JUN（三島市芝本町）」

　平成29 年3 月より例会場が変わります。場所は
三島信用金庫本店南側の通りを西に入って100m
くらい先の右側（北側）の「レストラン・JUN（三
島市芝本町11-29 TEL.055-975-8787）、三島では
有名な老舗の洋食レスト
ランです。詳しくは追って
案内いたします。よろしく
お願いします。
http://www.mishima-jun.com/

「YMCAのことを楽しく、みんなで学んでみませんか」⑦　　東日本区連絡主事　光永　尚生

YMCAと関係のある団体は、こんなにもあります。
　YMCA は、公益財団法人、一般財団法人、学校法人、社
会福祉法人、NPO 法人などの特色を有しています。全国
のローカルYMCA では、様々な形態で取り組みがなさ
れているわけですが、他の社会教育団体や、青少年団体
との関係性も深く、様々な場面で協力関係にあります。
　東日本大震災では、YMCA はもちろんですが、全国の
ボランティアネットワークとして、日本NPO センター、
災害ボランティアネットワークと共に、JCN(Japan Civil 
Network) という、700 あまりの団体の協働代表を務め、
各団体との協力を推進しました。このやり方は、「プラッ
トフォーム型のネットワーク」となっていきました。そ
の経験値が、その後の海外での災害、熊本地震での活動
などにも活かされています。
　この経験値は、ボランティア元年となった、阪神淡路
大震災からの働きが継続しているわけです。特に、この
20 年余りで、全国のYMCA のスタッフ、ボランティア、
ユースリーダーたちの経験値は、過去最大級の蓄積と継

続になっていると言ってよいかと思います。
　以下は、YMCA と関係性の深い団体の一部ですが、皆
様にご紹介いたします。キーワードは、「繋がりと関わ
り」ですね。人も組織も、同じ関係性により成長し、相互
によい影響を与えるのではないでしょうか。

【関係、友好団体】一部抜粋です。
ワ イ ズ メ ン ズ ク ラ ブ 国 際 協 会、公 益 財 団 法 人 日 本
YWCA、日本キリスト教協議会(NCC)、公益財団法人日本
レクリエーション協会、公益財団法人日本キャンプ協
会、一般財団法人協力隊を育てる会、NPO 法人開発教育
協会(DEAR)、YMCA 国際賛助会、ESPAT/ ストップ子ど
も買春の会、社会福祉法人全国社会福祉協議会、「広がれ
ボランティアの輪」連絡会議、公益財団法人アジア保健
研究所、公益財団法人日本ユネスコ協会連盟、公益財団
法人日本クリスチャンアカデミー、公益社団法人日本キ
リスト教海外医療協力隊認定NPO 法人日本NPO セン
ター　などです。



TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 強い義務感を持とう 義務はすべての権利に従う

○ 出席率100％に挑戦！メーキャップをわすれずに！

　の料理教室を開催予定。（会費、材料費実費で2,000 円 講師は相川
　メネットに内諾済み）：2 月のTOF にいかせる内容に：親睦の協力
　で一部予算の拠出をしてもらう
40 周年準備委員会（石川委員長）
■報告：開催予算はスマイル：約180 万円、YMCA 基金：約20 万円
　の計約200 万円。準備委員会経費は10 万円（担当：渡邉）。詳細は
　会場費：20 万円、絵画コンテスト：20 ～30 万円、ウォーク：30 ～
　40 万円、記念誌：20 ～30 万円。日大校舎の再度下見を実施。40 周
　年記念としてユニフォームを作成。40 周年記念としてEMC 用
　リーフレットを作成。次回の準備員会は1 月24 日（火）19:00 ～

2017 年1 月 第7 回 役員会議事録

日　　時：2016 年12 月25 日（日）14:00 ～14:30
場　　所：恵明学園児童部
出席数：9 名中8 名＋1 名（岡田会長/ 藤田A 副会長/ 石川B 副会
長・会報広報/ 青木会計・IBC・DBC/ 鈴木鈴木CS・BF/ 大村EMC・
YMCA/ 渡邉プロドラ/ 日吉親睦） 大村メネット
報告事項
■12/05（土） 農園作業 収穫他 メンバー8 名、メネット1 名（岡田
　会長／藤田／渡邉／大村／小野／日吉／鈴木／青木／ 大村メ
　ネット）
■12/06（火） 12 月度役員会 メンバー8 名、メネット1 名（岡田会
　長／藤田／石川／相川／青木／大村／渡邉／日吉／ 大村メネッ
　ト）
■12/17（土） 農園作業 メンバー6 名、メネット1 名（藤田／鈴木／
　小野／大村／渡邉／日吉／ 大村メネット）
■12/20（火） 40 周年準備委員会 メンバー4 名（石川／相川／青
　木／日吉）
■12/25（日） 12 月度例会＠恵明学園 メンバー11 名 総数14 名（岡
　田会長／藤田／石川／青木／小野／大村／杉村／鈴木／光永／
　渡邉／日吉／ 岡田パートナー／大村メネット／杉谷様）
■12/25（日） 1 月度役員会 メンバー7 名、メネット1 名（岡田会長
　／藤田／石川／青木／大村／渡邉／日吉／ 大村メネット）
今後のスケジュール
■01/10（火） 新年合同例会（沼津クラブ ニューウェルサンピ
　ア沼津）
■01/15（日） 富士山部役員会・評議会（岡田／藤田／石川／相
　川／青木／鈴木：会則委員　登録済み）
■01/24（火） 40 周年準備委員会
■01/17（火） 次期会長選考委員会及び新年会（12/27 の予定
　を変更）
■01/29（日） メネット会 料理教室 場所：相川ワイズ事務所
■02/04（土） ～05（日） 第2 回東西日本区交流会（藤田／渡邉
　／日吉／光永／大村／大村メネット） 登録済み
協議事項（岡田会長/ 相川書記）
■議題：三島ロータリークラブ周年記念への会長招待への対応につ
　いて▶ご祝儀：1 万円 承認
会計（青木会計）
■議題：会費納入状況等（長澤君の支払いの件は、相川対応）▶結論：
　佐藤ワイズ：全額入金済　1/10 は集金日
CS・BF 委員会（鈴木委員長）
■報告：農園作業　12/27（火）9:30 ～集荷 小雨決行（参加できな
　いメンバーは各自で大根3 本、白菜3 個、ニンジン・ブロッコリー
　適量を収穫）
EMC・YMCA 委員会（大村委員長）
■議題：1/10 の合同新年例会に招待するゲストを皆から募りたい。
　▶結論：杉谷様・國原様を予定
■議題：入会勧誘情報の効果的集約と候補者へのアピールなど協力
　体制の再検討▶結論：40 周年予算で入会プログラムを作成 承認
IBC・DBC 委員会（青木委員長）
■報告：釜山フロンティアクラブが消滅したとの情報を入手（部・
　区に書記より連絡）、京都クラブより2 ～3 月に遊びに来るとの情
　報あり（プライベート）4 月ごろに京都クラブ例会訪問を計画中
　（第2 火曜日）
プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
■議題：1 月合同例会プログラム検討▶結論：例会プログラム承認
親睦委員会（日吉委員長）
■報告：誕生日 1/23：青木 1/25：藤田 結婚記念日 1/28：小野
会報広報委員会（石川委員長）
■議題：原稿依頼▶結論：12 月例会報告：光永 クリスマス例会につ
　いて：岡田パートナー、クリスマス例会の感想：杉村＋子供たち、
　メネット料理教室の告知
メネット委員会（大村委員長）
■報告：12/03, 17 に農園作業に参加（各1 名｜大村メネット）、ク
　リスマス例会に参加（1 名｜大村メネット）、メネット献金3,000 
　円（国際登録料を含めて予算から支出）、01/29 にメネット会主催

在籍者 13名 メネット 2名

出席者 11名 ゲスト 1名

出席率 85％ ビジター 0名

メーキャップ 0名 スマイル 0円

修正出席率 85％ スマイル累計 44,900円

総出席数 14名 プルタブ 0g

恵明学園特設会場にて役員会を開催

恵明学園児童部の子供たちにプレゼント


