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Record of November.

Happy Birthday

HappyAnniversary

Emphasize Month

Y’S MEN'S CLUBS OF MISHIMA 
国際会長  Sichuan Boonmapajorn 主 題 「信念のあるミッション」 Mission with Faith

           アジア地域会長 Edward K.W.Ong  主 題 「愛をもって奉仕をしよう」Through Love, Serve
           東日本区理事 渡邊　　隆  主 題 「原点に立って、未来へステップ」Stand at the origin and  take a step for the future
           富士山部部長 久保田康正  主 題 「みんなで参加・みんなで奉仕」Let’s join together! Let’s work for somatic service!
           三島クラブ会長 長澤　禎文  主 題 「寛容であれ」　Let’s Have A Big Heart! 

会長　長澤　禎文｜副会長　岡田　美喜子｜書記　石川　敏也｜会計　渡邉　近子 Bulletin. December 2015 No.459

【11月三島クラブ例会報告】　　相川　毅　

11月例会は、予定通り、17日にリオにてメ
ンバー全員出席！また、卓話者として、東山荘
所長であります堀口廣司様、来月入会予定で、
YMCA主事で東山荘副所長の佐久間眞人様両
名をゲストに迎え、開催されました。東山荘
のことについては、訪問することはあっても、
時代及び歴史的背景などはなかなか学ぶこと
もなく過ごしてきましたが、しっかりとした
考え、そして、多くの人にとって非常に貴重な
施設であることを理解することができました。
また、100年募金
ということで、当
クラブからも、寄
付を行い、少しで
もお役に立つこと
ができ、よかった
と思います。メン
バーみんなも、やっ
ぱり一堂に会すと
いいものです！

2015年12月　三島ワイズメンズクラブクリスマス例会 

■日　　　　　　　時 ：2015年12月15日(火)
 ：18時30分～21時00分
■場　　　　　　　所 ：みしまプラザホテル
■受　　　　　　　付 ：日吉　和代Y’s・鈴木忠雄Y’s
■司　　　　　　　会 ：藤田小夜子Y’s（第一部／第二部） 
【第一部】
■開会点鐘 ：長澤　禎文会長 
■開会挨拶 ：小野　和昭Y’s 
■ワイズソング ：一同 
■ワイズの信条 ：青木　利治Y's 
■会長挨拶 ：長澤　禎文会長 
■ゲストビジター紹介 ：長澤　禎文会長
■入会式 ：佐久間眞人様 
■富士山部部長挨拶 ：久保田康正富士山部部長 
■誕生日・結婚記念日 ：司会より 
■書記報告 ：石川　敏也書記 
■委員会報告 ：各担当委員会より 
■出席率報告 ：プログラムドライバー委員会 
■閉会挨拶 ：大村　俊之Y's
■閉会点鐘 ：長澤　禎文会長 

【第二部】 
■はじめの言葉 ：日吉　和代Y’s
■食前の感謝 ：青木　利治Y’s
■乾杯 ：長澤　禎文会長 
■懇親会 ：会食及びビンゴゲーム 
■終了の挨拶 ：小野　和昭Y’s

※例会報告は　日吉和代Y’s

在籍者 14名

出席者 14名

出席率 100%

メーキャップ 0名

修正出席率 100%

ゲスト 2名

ビジター 0名

メネット 0名

コメット 0名

総出席者数 16名

スマイル 11,612

スマイル累計 51,805

【伊東クラブ40周年記念例会報告】　　　　　　　小野　和昭

伊東クラブ40周年例会参加報告 
第1部　記念例会　14時開始 
伊東市長、教育長、東日本区役員
はじめ登録者176名でホテル暖香
園2階の例会場で開催された。 
伊東市少年少女合唱団のハーモニー
により、会場も落ち着いた雰囲気
になり、合唱団に助成金が贈呈さ
れ、第1部の記念例会が始まった。
会長挨拶、入会式、来賓祝辞、メ

モリアルアワー40年間の事業報告、スライドのメイン事業内容の説明報告、永年在籍
メンバーの表彰、祝電披露、第1部は1時間30分ほどで閉会。第2部記念祝宴会会場に
移動、記念撮影。 
第2部　記念祝宴会　16時開始 
ホテル暖香園6階会場に全員参加　歓迎の挨拶に続き祝辞の後、食前感謝・乾杯で会
食に入り、東日本区、部、各クラブのアピールタイムの後、芸妓の舞から楽しい祝宴
が始まり、フジサンズ、ブラックシャトーの2バンドの演奏でダンスタイムにもなり、
会場は盛り上がった。各クラブの紹介、福引が行われ、一同で富士山部歌の合唱、40
周年記念事業実行委員長による謝辞で閉会になった。三島クラブも2年後には40周年
を控えております。各クラブの周年例会があります。参考になると思います。

長澤　禎文会長

去る１１月２２日（日）『いいふーふの日』に伊東クラブの４０周年例会が開催さ
れましたので、ご報告いたします。
いつも賑やかな伊東クラブですが、今回も期待を裏切らない演出で盛大に開催され
ました。例会会場は暖香園ボウルで、地元の少年少女合唱団のコーラスから始まりま
した。式典には佃市長をはじめ、多数の来賓が出席され、厳かに執り行われました。 
例会後は会場をホテルの宴会場に移し、バンド演奏、芸妓さんの舞い等々の盛りだ
くさんのパーティーとなりました。私はなぜか美味しい干物詰め合わせをお土産に
いただきました。美味しかったです。 
記念例会の開催方法はクラブごとの特色が出ていて、今後の三島クラブの記念例会
に備え、参考になるものでした。

今月の言葉　「わたしはブドウの木、あなたがその枝である。人がわたしにつながっており、わたしもその人につながっていればその人は豊かに実を結ぶ」（ヨハネ福音書15章5節）
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【今後のスケジュール】 
・12/05  親睦・プロドラ委員会　クリスマス例会準備　9:30～　プラザホテル 
    青木／藤田 
・12/08  次期会長選考委員会（日時／場所未定） 
・12/10  富士山部次期地域奉仕事業主査　推薦者報告 
・12/15  12月三島クラブ　クリスマス例会　18:30～　みしまプラザホテル 
・12/18  YMCA東山荘感謝祭　18:00～20:30 長澤会長 
・01/07  第7回（1月度）役員会／新年会　19:00～　長塚 
・01/14  沼津・三島・御殿場クラブ合同新年例会 
    ホスト御殿場クラブ01/17 第二回富士山部役員会・評議会 
02/15 第一回横浜YMCA子ども支援基金のためのチャリティーゴルフ 
   場所　戸塚カントリークラブ　参加費30,000円 
【協議事項】 
＜会長・書記＞ 
・次期会長選考委員会開催予定　日時場所は、未定。長澤現会長が決定 
・次回役員会は12/25の予定を変更し、1/7とする。新年会。場所は石川書記手配 
・YMCA主事入会について（入会金／会費等） 
　　支払い義務は、東日本区（入会金6,000円／年会費4,000円）＋部費（5,250円） 
　　全てEMC委員会の予算で対応。例会出席時のみ例会費3,000円を徴収 
＜CS・BF＞ 
・市民すこやかふれあいまつり事業報告（抜粋） 
　三島北小学校　11/08 9:00から15:00 
　内容は、輪投げで遊ぼう！　予算10,000円　事業決算10,413円　売上4,900円 
　（事業決算内訳　菓子代8,197円、昼食代2,000円、菓子袋216円） 
　参加メンバーは、長澤会長／小野／日吉／渡邉／岡田　5名 
　概要　輪投げ（ボード2基、輪赤10, 緑12）、1回50円（3輪） 
　　　　参加者全員にくじ引き「ワンピース消しゴム」40円相当 
　　　　各等にお菓子（1等3個, 2等2個, 3等4等は1個） 
　　　　参加者は98名 
　準備及び実施考察 
　　　　輪投げ　2週間前に予約（市民体育館）前日に借りて、終了後即時返却 
　　　　駄菓子　10/24に買い出し 
　　・会場の規模縮小と天候（雨）により来場者が少なかった 
　　・輪投げは、くじ（100名分）の完売と同時に終了、お菓子が余った。 
　　・多くの子供達や、障害を持った方々が参加し、楽しんでいただくことができた。 
　　・ワンピースの消しゴムのくじ引きは、子供達に人気があり集客効果があった。　　 
＜EMC・YMCA＞ 
・12月クリスマス例会時入会式。　東山荘副所長　佐久間　眞人様 
　　入会式（部長／会長／副会長／書記）キャンドルサービス 
　　参加予定者　富士山部長／富士山部書記／直前理事／芹澤和子様／伊藤舒秋様 
＜プログラムドライバー＞ 
・12月クリスマス例会に宮澤様招待予定、例会プログラム検討。スマイルは別掲 
＜IBC・DBC＞ 
・11/14から予定されていた、DBC交流会は中止、来年春頃に再検討予定 
・IBCは来年4月ごろを予定　 山FCにメールにて打診中 
・12/10 国際交流事業主査前期活動報告　01/17 第二回富士山部役員会 
＜親睦＞ 
・12月クリスマス例会内容検討。入会式は、EMC委員会と共同で実施計画 
　ビンゴゲーム　景品1人1,000円以上の品を2点提供（当日欠席者も含む） 
　ビンゴカードは1枚1,000円にて販売、2次回は3,000～3,500円会費で実施 
　誕生日／結婚記念日は別掲 
＜会報／広報＞ 
・ブリテンの充実に皆様のご意見、ご要望をお聞かせください。 

Officers meeting Report. 
H27.12.01(火)　12月度役員会報告 
　長澤会長・石川書記・渡邉会計・青木CS／プロドラ委
員長・大村EMC委員長・藤田親睦委員長・小野監事 
（出席義務者　9名・出席者8名（うち義務者7名）） 
欠席　岡田副会長・高木農園 

【報告事項】 
・11/08　 市民すこやかふれあいまつり 
    8:30～　三島北小学校 
    長澤会長／岡田／小野／日吉／渡邉　5名 
・11/14　 順天堂　大場川クリーンズ　 
    大根・人参差し入れ　長澤会長　1名 
・11/17  三島クラブ例会　アモール・エテルノ・リオ 
    18:30～　14名中14名　出席率100% 
    ゲスト2名　計16名 
    CS・BF委員会　プルタブと切手の収集 
    プルタブ6.15kg　雑収入531円 
    （日吉3kg, 藤田2kg, 小野1.15kg） 
    切手　160g 
    （藤田62g, 青木45g, 大村42g） 
・11/20  親睦委員会開催　クリスマス例会について 
    藤田／日吉／松田　3名 
・11/21  YMCA東山荘創立100周年記念　 
    感謝礼拝、シンポジウム　13:00～17:00 
    鈴木　1名 
・11/21  熱海YMCA主催中学生英語スピーチコンテスト 
    三島市中郷西中学校3年中山七海さん 
    3年生自作の部で1位を獲得 
・11/22  農園作業　収穫 
    岡田／藤田／松田／鈴木／大村／大村メネ 
    渡邉／高木　メンバー7名、メネット1名 
    恵明学園　先生3名、生徒10名 
    合計　21名の参加 
・11/22  伊東クラブ40周年記念例会　暖香園ボウル 
    13：30～　登録費10,000円 
    長澤会長／小野／鈴木／青木／藤田／石川 
    計6名 

・11/28  東日本区メネットのつどい 
    ハートピア熱海・MOA美術館 
    登録費5,000円　大村メネット1名参加 
・12/01  EMC&親睦合同委員会　18:00～ 
    大村／藤田／小野 
・12/01  第6回役員会　　19:00～ 
    出席者8名、うち出席義務者7名 

From Committee 
＜NPO法人熱海YMCAよりお知らせ＞            
                                             熱海YМCA運営委員　青木利治 
１２月３日(木)１８時３０分より熱海ＹМＣＡ理事・運営委員会が
開催されました。富士山部各クラブの報告があり、熱海クラブと伊東
クラブは１１月１４日の同じ日に両クラブがドッヂボール大会開いた
と報告がありました。両クラブとも４００人位の子供達が参加したそ
うです。 
１１月２１日(土)に実施した第３０回中学生英語スピーチコンテス
トの報告がありました。熱海・伊東・三島・沼津から４１名の中学生
が発表してくれました。三島から参加の三島市立中郷西中学校三年生
の中山七海さんが自作の部１位になったことを報告します。 

＜CS・BF委員会よりお知らせ＞　              委員長　青木利治 
１１月例会にてプルタブと切手を集めました。その結果を報告しま
す。プルタブは、日吉ワイズと小野ワイズと藤田ワイズの３名が提供
してくれました。プルタブの重さは、合計６．１５ｋｇになりました。
提供されたプルタブの中に元三島クラブのメンバーだった芹澤和子さ
んと村田信一さんが協力してくれています。 
切手は、大村ワイズ、藤田ワイズ、長澤会長、私　青木の４名が提
供しました。切手の重さは、合計１６０ｇになりました。 
協力してくれました皆様ありがとうございます。 

大場川クリーンズ(DRC)への野菜差入報告。　          
                                                                                   長澤　禎文会長 

１１月１５日（日）順天堂大学
保健看護学部のサークル『大場川
クリーンズ（DRC）』の地域交流
イベントに、ワイズ農園で採れた
野菜を差し入れしました。このサー
クルは大宮町にある順天堂大学保
健看護学部の学生サークルで、SUP
というサーフボードに似たボード
を使い、上岩崎公園の滝つぼ周辺などの清掃活動をしております。
定期的に清掃を兼ねて地域交流イベントを開催しており、野菜の
差入れは今回が３回目となります。 
生憎予定が重なり当日のイベントに顔を出すことはできません
でしたが、当初の予定の１４日が雨天順延となり、１５日に無事
開催されたとの事です。 
差し入れた野菜は大根と人参でしたが、イベントでの振る舞い
用の豚汁の具材として使っていただけたようです。 
今後もこうした交流を続けていきたいと思います。

東日本区「メネットのつどい」参加報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　大村知子メネット 

11月28日第19回東日本区「メネットのつどい」～おいしく・楽
しく・そして話し合い～が熱海グローリーのお世話により好天に恵
まれた熱海で開催されました。熱海駅前に集合しバスにて会場の
「ハートピア熱海」へ、東北岩手から富士まで各地からメネット・
ワイズメン＆ワイズウィメン42名（メネットが過半数）が参加し
ました。富士山部のメネットは富士クラブ4名、三島クラブ1名の
計5名の参加でした。 
メネット会は加藤メネット（仙台青葉城）の司会によって、利根
川委員長（川越）のご挨拶で開会し、渡辺東日本区理事のご挨拶、
参加者紹介と進められ、村杉さん(東京北)による食前のお祈りで会
食タイムになりました。食後は元国際会長竹内ワイズの熱海での国
際大会実施のお話に次いで、元メネット国際ディレクターの藤井メ
ネット(東京江東)の国際メネット会の歴史的経緯と現在の在り方、
東・西日本区のメネット会の相違、国際プロジェクトなどについ
て解り易いスペシャルトーク。懇談会は『今後のメネット事業のあ
り方について』幾つかのクラブの実情や各部の状況など披露しな
がら意見交換をしました。お開きの前に松本クラブメネットから来
年の東日本区大会へのお誘いの後、第1部を閉会。第2部はＭＯＡ
美術館に移動し数十分間で多くの展示室を巡り、もう少しゆっく
り鑑賞したいと名残を惜しみつつ解散しました。 
利根川委員長が目指すメネットとワイズとの「よりよい協働を」
（国際的にはメネットの役目が「補助」から「支援」と1991年に
変更された）に基づいてこの会が開催されたことに共感しました。
今後、若いメンバーのメネットにその役目が受け入れられ、会が
活性化するためにはまさにこの視点こそキーポイントだと思うか
らです。この日も「メネットの内助の功により･･･」という表現を
された方もいらして、ワイズマンでもまだ意識はそうなのかしら
とメネットの寄与のしかたへの期待の温度差も感じました。私が
長年、役職として静大や県・市・町で公的に関わった「男女共同参
画社会を目指す」という社会的ニーズに対応する施策策定に際して、
先ずは意識の改革が重要だった経験から、利根川委員長のパート
ナーシップについて「協働」というメネットのあり方へのお考え
におおいに共感し、私自身のワイズとの関わり方やメネットに関
するメンの意識について再考する機会となりました。 
＜今年度の事業計画＞（当日配布資料より抜粋） 
①国際プロジェクト（昨年度よりスタートした継続プロジェクト） 
ア．教育を通じての技術習得（ブラジル・サンパウロ） 
イ.未亡人と貧しい女性の為の農村復興プロジェクト（インド・ケララ州）

②国内プロジェクト　 
ア．絵本を贈る運動…毎年子供たちが楽しみにし、ＹＭＣＡ児童施設か
らの要望も強いことから継続。 
イ．日本大震災支援…メネット小さい事業ではありますが、少しでも役
立つことがあればと願い継続。 
③メネットのつどい…11月28日「おいしく、楽しく、そして話し合い」
をテーマに集まりやすく、またおいしい食事を楽しむ、ということで「熱
海」で開催。 
＊メネット献金（①・②）について…献金の締め切りは2016年2月15日 


