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Record of January. 

Happy Birthday 

02/21　長澤　禎文　Ys


02/26　石川　敏也　Ys　


HappyAnniversary 

なし


Emphasize Month 

TOF


Time of Fast  
= 

断食の時

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. February 2016 No.461　

【2016年1月沼津・三島・御殿場クラブ  
　　　　　　　合同新年例会報告】青木　利治　 

「あけましてあ
めでとうございま
す」という挨拶で
始まった1月例会
は、三島・沼津・
御殿場クラブ合同
の新年例会であり
ます。今回は、御
殿場クラブが主催にて東山荘で1月14日(木)開催されま
した。3クラブ会長による点鐘によって始まり、3クラ
ブ会長の挨拶がありました。その後に、富士山部部長
の挨拶が行われ久保田富士山部部長は、富士山部のメ
ンバーが前期に14名の入会者があり200人になったと
喜びの報告がありました。 
会食は、東山荘の美味しい料理をいただきました。
御殿場クラブは、美味しくてリーズナブルな値段で食
事ができることが羨まし思いました。 
会食の後は、郷土の歴史学者の“鎌野　茂”さんによ
る「文学作品から見た明治・大正・昭和の御殿場」の
タイトルにて卓話がおこなわれました。まず、最初の
紹介は、Ｗ・ウェストンの著書「五月のフジヤマ1892
年(明治25年)」であります。御殿場からの富士登山に
ついて書かれている本であります。次に明治時代に富
士山頂冬季観測した野中夫妻を書いた新田次郎の「芙
蓉の人」が紹介されました。小泉八雲・河東碧梧桐・
夏目漱石・竹下夢二・若山牧水・広岡浅子・村岡花子・
川端康成・城山三郎・三島由紀夫・村上春樹・浅田次
郎など御殿場にかかわった数十人の文学者や著名人の
お話を聞きました。御殿場と富士山にからまる文学作
品であります。ただ、村上春樹の「ノルウェイーの森」
の中に“御殿場の鯛めし”という食べ物の記述があるこ
とが知ることができました。↗

2016年2月　三島ワイズメンズクラブTOF例会 
Time of Fast （断食の月） 

■日　　　　　　　時 ：2016年2月16日(火) 
 ：18時30分～21時00分 
■場　　　　　　　所 ：三島市民生涯学習センター5階音楽教室 
■受　　　　　　　付 ：岡田美喜子Y’s 
■司　　　　　　　会 ：渡邉　近子Y’s 
■開会点鐘 ：長澤　禎文会長 
■開会挨拶 ：佐藤　昭雄Y’s 
■ワイズソング ：一同 
■ワイズの信条 ：相川　　毅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 
■誕生日・結婚記念日 ：司会 
■食前の感謝 ：岡田　美喜子Y’s 
■会　　　食 ：休憩コーナー（2階）に移動して食事 
■卓　　　話 ：「みんなで歌おう・・・歌声例会」 
　　　　　　沼津クラブ　渡邉実帆Y’s, 長谷川等, ピアノ　下山栄二様 
■書記報告 ：石川　敏也書記 
■委員会報告 ：各委員会 
■ｽﾏｲﾙ・出席率報告 ：プロドラ委員会 
■閉会挨拶 ：青木　利治Y's 
■閉会点鐘 ：長澤　禎文会長 

■臨時総会 ：司会　石川　敏也書記 
※例会報告は藤田小夜子Y’s

在籍者 15名

出席者 10名

出席率 67%

メーキャップ 3名

修正出席率 87%

ゲスト 0名

ビジター 0名

メネット 0名

コメット 0名

総出席者数 10名

スマイル 0

スマイル累計 53,805

↘私は、紹介された方々の本を読んで
みたいと興味を持ちました。その中で、
連続テレビ小説で人気の「あさが来た」
(ＮＨＫ)のモデル広岡浅子の話がありま
して、広岡浅子が東山荘設立にあたり中
心人物として活躍し、三井家をはじめ当
時の日本経済を牽引している方々から多
大の寄付を集めたということを知ることができました。広岡浅子が大同
生命の設立者としの実業家だけでなく、60歳を過ぎてからクリスチャン
となったことも知りました。東山荘が設立した1915年に広岡浅子が祝辞
を述べてから100年にあたるそうです。当時、御殿場の二の岡にて合同勉
強会を開き、それに参加していた村岡花子や市川房枝などに影響をあた
えた事を知りました。 卓話の後は、誕生日祝いにて三島クラブでは私青
木と藤田さんの2人が呼ばれました。結婚祝いでは、小野さんと佐久間さ
んがお祝いをいただきました。最後に私が閉会の挨拶をして、例会は終
了しました。 

ここで報告があります。
東山荘にて「御殿場の広
岡浅子展」を開催されま
す。タイトルは、「御殿
場夏季勉強会に集まった
青年たちと東山荘」です。

期間は、2016年2月14
日(日)～3月6日(日)で
す。 
会場は、日本YMCA同
盟　東山荘　フィシャー
館です。 

ワイズメンズクラブ国際協会 
東日本区・富士山部 

三島ワイズメンズクラブ

今月の言葉　「恋しい人は言います。『恋人よ、美しい人よ、さあ、立って出ておいで。ごらん、冬は去り、雨の季節は終った。』」　（雅歌2章10，11節）
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＜CS・BF委員会＞ 
・11月に集めた古切手 
   160gと少ないため、次期へ繰り越す 

・03/26　恵明学園・紙すき（別掲　委員会よりお知らせを参照） 
   三島ワイズメンズクラブ・三島ゆうすい会共催 
   紙すきの道具や指導は三島ゆうすい会にて行う 

＜EMC・YMCA＞ 
・2月例会に、元メンバーの久保田様に声をかける 

＜プログラム・ドライバー委員会＞ 
・2月TOF例会について 
   登録費は500円とする 
   沼津クラブ渡邉実帆さんと長谷川等さんの協力による歌声広場 

＜IBC・DBC委員会＞ 
・IBC 釡山フロンティアクラブは昨年退会者多数にて現在は5～6名 
   会長パク氏、　交流担当のカン氏は退会 
   会長からは、訪問辞退の要望あり、カン氏からは個人的訪韓要請 
・DBC 未定（釡山FCの件を京都IBCに確認） 

＜親睦委員会＞ 
・2月例会終了後に親睦会開催予定 
   会費3,000円／渡邉ワイズのお店（ムクゲ） 

＜会報・広報＞ 
・熱海YMCA新年親睦会と、富士山部役員会評議会の原稿を依頼予定でし
たが、委員長からの依頼漏れのため、来月掲載予定とします。 

＜農園委員会＞ 
・委員長の退会に伴う、今後の対策を検討 
   鈴木ワイズが代理委員長となる 

ちょっと一息　かっこよかった長澤会長！ 

　先日暴風雨の中開催された第9回伊豆マラソンに町内の関係でスタッフとして応援
中。みんな雨と汗でビショビショ。でも、走っている人は皆ゴールを目指して元気に
前へ前へ。応援にも、つい力が入る。そんな時、ふと知っている顔が前を通り抜ける。
長澤会長！21.8km無事にゴールに向かって、全力疾走。とても同世代とは思えない。
かっこいいなあ。そんな気持ち。週末は、新しいももクロからエネルギーをもらいに
行く。いろんなところから、パワーと元気をもらってばかり。自分も、誰かに明るさ
と元気をプレゼントできるよう、走っていこう！私にもまだそんなエネルギーがある
と信じて。T.A. 

日本経済新聞より、交友抄。　沼津クラブ稲田ワイズ

Officers meeting Report. 
H28.2.3(水)　2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・相川会報（出席義務者　8名・出席者7名） 
欠席　岡田副会長／農園委員長は不在任 
【報告事項】 
・01/14　3クラブ合同新年例会（ホスト　御殿場クラブ） 
    18:30～　東山荘（詳細は別掲） 
・01/17　 第二回富士山部役員会・評議会 
    長澤会長／岡田副会長／石川書記／渡邉会計　計4名 
・01/21  熱海YMCA1月理事・運営委員会および新年懇親会 
    18:00～20:30 小野　1名 
・01/28 東日本区名簿送信 
・02/03  第8回役員会　7名  

【今後のスケジュール】 
・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 
    当クラブからの参加予定者なし 
・02/16  2月TOF例会　三島市民生涯学習センター5階音楽教室 
・02/21  富士宮クラブ20周年記念例会 
    11:00～　パテオン　登録料　6,000円 
    長澤会長／青木／小野／鈴木／藤田／石川　計6名 
・03/05  次期会長・役員研修会 
    12:00～　YMCA東山荘 
    岡田次期会長予定者／青木／藤田　計3名 
・03/26  三島ワイズ・三島ゆうすい会共催　恵明学園・紙すき 
    13:30 恵明学園　 
    長澤会長／青木　計2名 
・03/31  第4回YMCAピースボヤージ（日本ピースボート同時開催） 
    締切　2/20（土）まで 

【協議事項】 
＜会長・書記＞ 
・高木ワイズ退会希望の件 
    1/31をもって、退会を承認。1月分の会費は徴収予定 
・松田ワイズ退会希望の件 
    小野ワイズより慰留をお願い。 
    慰留できない場合は、2/29をもっての退会もやむなし。 

・農園委員会の委員長退会に伴う委員長変更の件 
    鈴木ワイズに代理委員長を依頼し了承　臨時総会へ 
・昨年実施したロールバックマラリアの献金の件 
    2月例会時に賛同者のみ献金とする 
・東山荘堀口所長様より、100年献金のお礼状を頂きました。 
    2月ブリテンに掲載（別掲） 

＜会計＞ 
・高木美香様、1月分会費徴収（8,000円） 
・献金　TOF（1,300円）、CS（1,250円）、BF（2,000円） 
   主事より献金はもらうのか 
   基本的に、在籍クラブにて負担、東日本区に最終確認中 

From Committee 

ＣＳ委員会よりお知らせ　　　　　　　委員長　青木　利治 
三島クラブの皆様、ＣＳ委員会よりお知らせいたします。 
恵明学園の子供たちに「紙すき」を体験してもらいますので、三島
クラブの皆様の参加お願います。日時は、３月２６日(土)１３時３０
分より開始予定です。会場は、西箱根の恵明学園の食堂です。指導と
道具は、三島ゆうすい会が行います。 
そこで、お願いがあります。ミキサーとアイロンをお貸しください。
各3台必要になります。また、牛乳パックも10枚位必要になります。 
詳しいことは、3月例会に説明します。以上、よろしくお願いしま
す。 
委員会からの前半期の反省と後期への抱負 

＜EMC委員会＞　　　　　　　　　　　　EMC委員長　大村　俊之 
年次計画の基本方針を1.会員数20名確保を目指す。2.退会者0を目指
すとしました、結果新会員1名のみの実績で半期が経過した。また、
退会者が病気などやむを得ない事情にて退会を承認することを余儀な
くされ3名（シニア会員1名を含む）が退会した。よって現有会員数は
14名となり年次目標20名確保が困難になりそうな状況である。今後の
活動を、過去の大会会員で復帰に興味を示している人を中心に、勧誘
活動を行うことにする。今後は全会員にクラブ存続の危機感を訴え、
「候補者の推薦活動」を積極的に進めていくことにしたい。 

YMCA東山荘堀口所長よりのお礼状

委員会からの前半期の反省と後期への抱負 

＜ＣＳ・ＢＦ委員会＞　　　　　　　　　ＣＳ・ＢＦ委員長　青木利治 
今期のＣＳ・ＢＦ委員会の報告をします。長澤会長として三島クラブの
活動は、７月１日の「社会を明るくする運動」街頭宣伝と７月４日の「社
会を明るくする運動」ポスター展の表彰の活動からスタートしました。８
月には、「街中だがしや楽校」が８月２３日の夏休み最後の日曜日に三島
大社で開催されました。三島クラブは、昨年と同様の手芸「針さし」と「テ
ルテル坊主」作りを子供達に教えました。２００人近い子供が参加してく
れました。９月１２日には、東レアローズカッブ大会に参加しまして、子
供達にジュース・コーヒーなどを振る舞いました。１０月２４日には見晴
学園にて学園の掃除を実施しました。１１月８日には、「市民すこやかふ
れあいまつり」に参加しました。子供達に輪投げをやってもらい、お菓子
を配りました。「市民すこやかふれあいまつり」の売上金は、今後みなさ
んの意見を聞いてゆきます。 
後半は奉仕作業の予定がありませんでしたが、恵明学園の杉村さんと話
をしまして、３月に恵明学園の子供達に「紙すき」を体験させましょうと
話が決まりました。三島クラブのみなさまの参加を呼び掛けますので、よ
ろしくお願いします。 

＜プログラム・ドライバー委員会＞　　　プロ・ドラ委員長　青木利治 
今期の前半のプロ・ドラ委員会の報告をします。まず、７月(７月１４日)
は沼津・御殿場・三島３クラブの合同例会です。沼津クラブ主催による「歌
声広場」という懐かしい童謡などを歌いました。８月(８月９日)は親睦委員
会と合同で親睦例会を行いました。バーベキューを楽しみました。９月(１
５日)例会は、恵明学園児童部園長の加藤秀郷氏の卓話を聞きました。施設
にくる子供達の現状が変わってきていることを知りました。１０月(１０月
２０日)例会は、三島若者元気塾の石井真人氏の卓話を実施しました。松下
政経塾の志ざしを聞くことができました。１１月(１１月１７日)例会は、東
山荘所長の堀口廣司氏に卓話をお願いしまして、東山荘設立の話を聞くこ
とができました。当日の例会にて東山荘１００年募金に寄付を実施しまし
た。１２月例会(１２月１５日)は、クリスマス例会でした。この月に佐久眞
人さんが入会してくれました。 
１２月例会は、残念ながら出席率が６０％と低くかったです。出席率が
高くなるようメンバーの協力をお願いします。 
後半も、楽しい例会にするためにいろいろ考えていますので、例会の出
席をお願いします。 

＜会報・広報委員会＞　　　　　　　　会報・広報委員長　相川　毅 
いつも考える、広報の意味。長いこと委員長を継続していると、単なる
ブリテン製作の単調なる作業になってしまい、会長の思いや、メンバーの
情報交換、三島市をはじめとする各機関へのアピール等何も進まない状況。
この状況を何とか打破したいと思いスタートしたはずですが、なかなか新
しい特集や施作を組めず来ております。40周年に向けて、何か三島クラブ
ならではの特徴が出せるように、試行錯誤していきたいと思いますので、
後半もよろしくお願いいたします！ 


