
THE SERVICE CLUB OF THE Y.M.C.A AFFILIATED WITH THE INERNATIONAL ASSOCIATION OF Y'S MEN'S CLUB

例会日：毎月第 3火曜日 18:30～21:00　三島ワイズメンズクラブ　CHARTERED OCTOBER 7.1977
例会場：和食蒲焼 高田屋　静岡県三島市本町 1-41　TEL.055-975-0495　mishimatakadaya.com

Y’S MEN’S CLUB OF MISHIMATH
E

会　長 藤田 小夜子

今月のことば

A副会長 渡邉 近子 B副会長 日吉 和代 書　記 相川 毅 会　計 青木 利治

国際会長：ともに光の中を歩もう（Henry Grindheim：ノルウェー）　アジア太平洋地域会長：ワイズ運動を尊重しよう（Tung Ming Hsiao：台湾）
東日本区理事：広げよう ワイズの仲間（栗本 治郎：熱海クラブ）　富士山部部長：生き活き仲良し 富士山倶楽部（加藤 博：熱海グローリークラブ）主 題

三島クラブ会長主題：出会いを大切に そして、ワイズを楽しもう
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ただ、神の国を求めなさい。ルカによる福音書 12章31節
神の国と言われても、ピンとこない。これは家という概念の拡張したものと考えるべきである。家の中では、誰一人食べられない
などということはないのである。イエスはそのような神の国に生かされている一人ひとりであることに信頼しなさいと語った。 強調：YMCAサービス/ASF/RBM

◆開会点鐘
◆開会の言葉
◆ワイズソング斉唱
◆ワイズの信条
◆聖句について
◆会長あいさつ

◆ゲスト・ビジター紹介
◆富士山部部長挨拶
◆入会式
◆食前の感謝
◆会食
◆卓話
◆誕生日・結婚記念日祝
◆スマイル・出席率報告
◆閉会の言葉
◆閉会点鐘

3クラブ会長
御殿場 杉山 将己Y's

出席者一同
御殿場 井田 伸太郎Y's
御殿場 堀口 廣司Y's
沼津会長 渡邉 実帆Y's
三島会長 藤田 小夜子Y's
御殿場会長 大和田 浩二Y's

御殿場会長 大和田 浩二Y's
 部長 加藤 博Y's

沼津クラブ
三島 光永 尚生Y's

御殿場警察署 係長 清水様
各クラブ
各クラブ
沼津クラブ
3クラブ会長

日 時：2017年7月14日（金）
　　  18:30～21:00
会 場：YMCA国際青少年センター　東山荘
　　  本館2階講堂
受 付：青木 利治Y's・渡邉 近子Y's
司 会：御殿場クラブ

2017年7月 沼津・三島・御殿場合同例会

所信表明

第 41代会長　藤田 小夜子

　三島クラブの30周年記念例会での入会式をして戴いて
はや10年目を迎えた今年度2017～2018の一年間、第41代
会長を務めさせていただきます藤田です。先ずは、直前会長
の岡田ワイズ、前執行部の皆様お疲れ様でした。感謝申し上
げます。そして、クラブメンバーの皆様今期もよろしくお願
い致します。
　さて、今年度三島クラブ創立40周年を迎えるにあたっ
て、会長主題を「出会いをたいせつに、そしてワイズを楽し
もう」とさせて頂きました。
　40周年記念例会を12月2日（土）に控えている中、クラブ
メンバーが減少、高齢者も多く弱体化しているのが三島ク
ラブの現実です。が、しかし、裏を返せば、ベテランが多い
と言うことです。悲観することは有りません。体は少々くた

びれてる
（失礼！）か
も？。です
が、知恵袋
とやる気、
根性は決し
て若者にも
引けをとり
ませんよ！
今一度、メ
ンバー各々
の持ち合
わせてい

る「絆作り」の力をフルに生かして、新しい「出会い」をつく
りましょう。仲間を増やして、地域をよく知ってる我々メン
バーが地域に根を張り、今以上に青少年の健全育成事業に
拘わって、共に笑顔で、笑いの絶えない三島クラブにしたい
なと皆さん一人 一人にお願いしたいと思っております。
　最後に、40周年記念例会をメンバー全員で頑張って楽し
みましょう！！よろしくお願い致します。

該当者なし 該当者なし

Happy Birthday      Happy Anniversary

40代・岡田会長から41代・藤田会長へ



6 月例会報告

　監事　小野 和昭

　2017年6月20日今年度最後の例会は、会場を変更して市
民活動センターで開催された。1年間は長いようで短く、岡
田丸の航海を終え、無事下船。次期に向けての再活動に、藤
田丸に乗船する準備を検討。例会プログラムは第一部、第二
部に分かれて行われた。
第一部　通常例会と定時総会
通常例会：6月は結婚記念日はなく、誕生日祝は、大村Ys、
鈴木Ysの2名でした。書記報告で佐藤昭雄Ysの退会報告が
あった。長い間ご苦労様でした。例会出席率100%達成が期
待できます。各委員会報告では、6月24日にジャカイモの収
穫が決定。収穫の一部をファンド設定し、農園の資金プール
が了承された。
定時総会：恒例により、事業報告、仮決算報告、次期事業計
画、次期予算計画が発表され、全て承認された。
ギャベル引継が行われ第一部は無事終了。
第二部　親睦会(1年のご苦労さん会）ムクゲで実施
岡田会長への感謝盾が、次期藤田会長より贈呈され、楽しい
一夜を過ごしました。

第 67回社会を明るくする運動 小中学校児童・生徒ポスター展

CS・BF 委員長　岡田 美喜子

　7月1日から31日は「社会を明るくする運動」強化月間で
す。
　「社会を明るくする運動」は、罪を償い再出発しようとす
る人たちの立ち直りについて理解を深め、再犯を防ぎ、犯罪
のない社会を目指す取り組みです。
　三島ワイズメンズクラブは、この取り組みに協賛し、毎年
開催されている「小中学校児童・生徒ポスター展」に特別賞
として「三島ワイズメンズクラブ会長賞」を出させて頂いて
います。
　表彰式は、7月1日13時半より三島社会福祉会館４階大会
議室で開催されました。当日は、富士山部役員会等と日程が
重なった為に藤田会長が出席できず、代理で出席し表彰さ
せて頂きました。
　今回応募された作品は、1026点です。その中から、三島ワ
イズメンズクラブ会長賞は、向山小学校5学年の高橋依吹
さんが受賞されました。作品は、色使いが素晴らしく明るい
未来を感じさせる作品です。表彰後は、高橋依吹さんと一緒
に写真を撮り、お母様とお話しする機会もありました。
　素晴らしい作品の表彰ができて、三島クラブとしても大
変光栄なことだと感じました。

じゃがバタで七夕まつり

会計　青木 利治

　7月2日(日)　今日は恵明学園で七夕祭りにボランティア
として出席しました。
これは去年に続けての出席であります。恵明学園に到着す
ると「えいと」君にバッタリ会って彼に恵明のスタッフの場
所に案内してもらいました。そこで打合せを行い「じゃがバ
ター」を担当することになりました。後から藤田会長と日吉
さんが到着し、早速、ジャガイモの洗いを「えいと」君も一緒
にお手伝いをしてもらい、本日販売する分を30分位で洗う
ことができました。
　「じゃがバター」の販売をどうしたらいいのかと考えてい
ると助け船がありました。それは、藤田会長が前日に声をか
けていた沼津クラブの渡邉会長と長谷川さんと杉谷さんが
恵明学園に来て下さったのです。初めての「じゃがバター」
を三人でどうやって子供たちに配るかという心配が吹き飛
んでしまいました。その後、岡田さんが三島商工会議所の女
性部として参加して、市議会議員としても三島市長の後に
挨拶を行いました。子供しゃぎりの後、模擬店の販売が始
まりました。「じゃがバター」はあまり人気があるほうでな
く、他の模擬店、「すし」店のように並ばれることはありませ
んがコンスタントに子供たちが来てくれました。それでも
沼津クラブの応援がなければスムースに配ることはでき
なかったでしょう。沼津クラブの三人に感謝であります。

「じゃがバター」は洗った後にふかしてありまして、石焼い
も温める装置でじゃがいもを温めてマーガリンをバターの
代わりに盛りつけて配りました。じゃがいもを温める担当
は藤田会長が引き受けてくれまして、このむし暑い中汗だ
くでやってくれました。少し?せましたかな？お疲れ様でし
た。少し残りましたが何とかほぼ完売できました。最後に花
火を見てほっとして帰ることができました。模擬店のお手
伝いに三島ワイズメンズクラブをはじめ、リコーの人たち
など色々な団体がボランティアとして参加していることを
知りました。また、坂小の子供など地域の人たちがおおぜい
来ていまして、恵明学園が三島に根付いてることをあらた
めて実感しました。
　今日参加していただいた沼津クラブの渡邉会長・長谷川
YS・杉谷YSと三島クラブの藤田会長・日吉YS・岡田YS・私、
青木YS。みなさまご苦労様でした。



所信表明

A 副会長＆プロドラ委員長　渡邉 近子

　今期、三島ワイズメンズクラブは40周年を迎えます。会
員相互の交流を通じて組織力の強化と積極的な会員拡大
で、一層地域に根差した活動の輪を広げて行けるよう、微力
ながら副会長として、藤田会長をサポートして行きたいと
思っております。
　また、前期に引き続きプロドラ委員長も担当致します。会
員の意見も取り入れ、楽しく、有意義な例会になるような事
業も考えて行きたいと思っております。出席率１００％を
目指そう！！

B 副会長＆親睦委員長　日吉 和代

　今期、最低人数での40周年記念事業。大変ですが、皆一致
団結し、絆を大切に、「楽しくなければワイズじゃない」を
モットーにガンバリたいと思います。
　私もB副会長と親睦委員長を担当し、藤田会長を全面的
にサポートしていきます。

書記　相川 　毅

　2017年度も書記を務めることになりました相川です。
40周年という記念の年度ですが、初心に戻って、やるべき
ことをしっかりとやる一年にしたいと思います。それが一
番の三島らしさでもあると思うので、まず自分からね。
　色々ご迷惑をおかけしますが、藤田会長を先頭にみんな
で一緒に走り抜けましょう！

会計　青木 利治

　8,000円の会費を一年間続けられるかは、皆様の協力次
第です。どの事業も大事です。助け合い、楽しんで事業を実
施していただきたいと思います。会計は、できる範囲内で助
成するだけです。

CS・BF 委員長　岡田 美喜子

　今年度、CS委員会は農園事業を切り離し、下記の事業を
行って参ります。
・ 「社会を明るくする運動」への協賛
・ 「街中だがしや楽校」への協賛及びワークショップへの参
加
・ 「東レアローズカップ少年少女バレーボール大会」への協
賛と大会支援
・ 「市民すこやかふれあいまつり」への参加
・ 見晴学園への奉仕作業
など、CS委員会や会員のみなさまのご協力のもと、事業を
進めてまいります。
　CS活動を通して、地域のみなさまに対し「三島ワイズメ
ンズクラブ」の周知を図るとともに、自ら活動の価値を見出
せるよう、楽しく有意義な事業となりますよう努力して参
ります。

農園委員長　鈴木 忠雄

　今年1年、藤田丸の船頭となって、実り多き年にしたいと
思います。予算不足は農園事業の収穫で補っていきたいと
思っています。時期時期でいろんな収穫があります。ぜひ皆
さまには、ご協力の程、よろしくお願い致します。

EMC・YMCA委員長　大村 俊之

　前年度に引き続きEMCの担当ですが、1人増えると1人退
会ということで第1ハードルの15名目前でなかなか達成で
きない状況が続いています。創立40周年を迎える我が三島
クラブを今後も存続するために最も必要かつ重要なことは
全員が会員増強に本気になることであります。ワイズの活
動に自分が意義を感じ、かつ楽しんで行動をしていれば、
折々の地域社会の活動時にワイズメンズクラブをPRする
と必ず、関心を示す人がいると思います。そして例会に招待
できる・紹介したくなるような豊かで楽しい内容そして会
員同志の情報交換もできる例会プログラムにして、EMCに
つなげることを期待します　
　本年度は先ず、例会に毎回1名以上会員に勧誘候補者を
ゲストとして招待できるよう協力しましょう。東日本区会
員増強事業主任（伊東クラ ブ）の方針により東日本区全体
で「インビテーション キャンペーン」（前倒しの2017年5月
～2018年4月30日）が企画されています。キャンペーン 期
間中は、招待人数が メンバー個人のポイントとして加算さ
れ個人表彰の対象ともなります。全員で頑張り、EMCに結
びつけましょう。
　YMCAに関しては、新しい熱海YMCA理事長のもと、ワイ
ズメンズ活動の目的に沿って協力をしていきます。

IBC・DBC ＆会報・広報委員長　石川 敏也

　前期はDBCの京都クラブと伊豆長岡で温泉交流をしまし
たので、今期は何とか京都で交流会を開きたいです。より多
くのDBCメンバーが40周年事業に参加していただくため
には皆様の協力が不可欠です。少ないメンバー一丸となっ
て京都訪問をしましょう。また、ブリテンで少しでも三島ク
ラブの楽しさが伝わるよう編集を頑張ります。ご協力お願
いします。

メネット委員長　大村 知子

　三島クラブが東日本区でメネット表彰されたことを力に
変えて、今年度も数少なくてもメネットのネットワークを
作り、親睦委員会などとの連携によりメンバーも含めた協
働活動を活性化したいと思います。
　料理教室も引き続き企画し、要請があればＴＯＦ例会の
食事提供も女性ワイズと協力して実施したいと考えます。
40周年行事などへの協力・参加をしてメネット同志の絆を
深め、さらに、他クラブメネットとの交流が出来る「東日本
区ワイズメネットのつどい」に参加を呼び掛けるなど、楽し
いメネット会にしたいと思います。オール三島クラブのご
協力をお願いします。



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

　庫　松本支店　普通預金　0234510 アオキトシハル
CS・BF委員会（岡田委員長）
■議題：市民すこやかふれあいまつり（11/12（日））の件▶参加予
　定で申請書提出　ふれあい抽選券の景品（1,000円程度）を拠出
　するクラブからの担当実行委員は岡田CS委員長に依頼
■議題：だがしや楽校の件▶出し物は前年に引き続きペットボト
　ルの入れ物製作
農園委員会（鈴木委員長）
■議題：7月に人参種まき予定▶7/16（日）8:00～実施とする
EMC・YMCA委員会（大村委員長）
■報告：先月の活動報告　新入会候補者への案内　藤田2名・大村
　1名　本日の役員会で入会が承認されれば、7月合同例会で入会
　式実施予定
■議題：入会予定者承認の件　山田敬悟様（藤田推薦）・長澤武則
　様（大村推薦）▶山田敬悟様は入会を承認（7/14）。長澤武則様は
　入会を承認するも、7月例会の出席が難しいため、8月をゲスト
　参加とし、9月入会としたい。
■議題：入会式の手順と役割確認▶7月は合同例会であり、沼津も
　入会式を実施のため、両クラブ共同で入会式を行う。詳細は、両
　クラブ会長にて煮詰める。
IBC・DBC委員会（石川委員長）
■報告：特になし
プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
■議題：7月沼津・三島・御殿場3クラブ合同例会プログラムの件▶
　合同例会プログラムを承認
親睦委員会（日吉委員長）
■議題：8月納涼例会の件▶例会の実施日を8/11（金・祝山の日）に
　決定。詳細は来月までに検討
会報広報委員会（石川委員長）
■議題：原稿依頼の件▶執行部四役（会長・副会長2名・書記・会計）
　及び各委員長は新年度のスタートとしてコメントをお願いし
　ます。
メネット委員会（大村委員長）
■報告：横浜YMCA表敬訪問予定
40周年実行委員会（岡田委員長）
■報告：第3回委員会6月29日（木） 19:00～21:00（藤田会長・岡田
　委員長・石川書記・渡邉会計・相川記念誌担当・青木事業担当・光
　永式典進行B　計7名） 
■議題：初例会における40周年記念例会のアピール方法について
　▶横断幕と半纏を持参　プロドラよりアピールタイムの予約
　を入れる　時間がない場合は会長の挨拶時に雪崩れ込んでア
　ピール
■議題：確認事項▶式典の招待状リストを作成・・・10月発送　記
　念誌の原稿・・・執筆依頼候補者を選定
■報告：次回は第4回　7/28（金）17:00～

2017年7月 第1回 役員会議事録

日　　時：2017年7月1日（金）18:00～19:00
場　　所：和食蒲焼 高田屋
出席数：9名中9名（藤田会長/渡邉A副会長・プロドラ/日吉B
副会長・親睦/相川書記/青木会計/岡田CS・BF/鈴木農園/大
村EMC・YMCA/石川IBC・DBC・広報・会報）
報告事項
■06/3-4（日） 東日本区大会＠川越　岡田・藤田・青木・石川・大
　村・渡邉・鈴木・小野・光永・相川・大村メネ　メンバー10名・メ
　ネット1名　大村メネット　メネットアワーにて委員長引継
　ぎ。メネット表彰受賞
■06/08（木） 6月度新旧合同役員会　岡田・藤田・石川・相川・青
　木・大村・渡邉・日吉・大村メネット　メンバー8名・メネット1名
■06/09-11 西日本区大会　光永1名
■06/09（金） 東日本区メネット委員会＠日本YMCA同盟　大村
　メネット1名　メネット国内プロジェクト絵本を送る活動　絵
　本発送作業（9YMCA 54施設　162冊）
■06/11（日） 見晴学園　奉仕作業（草取）　9:30～（岡田・藤田・青
　木・日吉・大村・渡邉・杉村　7名）
■06/11（日） 40th絵画コンクール学校配布資料準備＠大村邸　
　13:30～（藤田・青木・渡邉・大村・岡田・日吉　6名）
■06/15（水） だがしや楽校　全体会　19:00～市民活動センター 
　岡田・藤田
■06/16（木） 40周年事業関連　審査委員長に杉山先生正式に依
　頼　藤田次期会長・大村メネット
■06/20（火） 三島クラブ6月度例会＠三島市民活動センター4F
　第三会議室12名（欠席　佐藤）・親睦会11名（欠席　大村・佐藤）
　SMILE 20,000円
■06/21他市内各学校へチラシの配布　藤田・青木・岡田・杉村
■06/24（土） 農園作業　芋収穫　鈴木・小野・藤田・大村・渡邉・相
　川6名　各メンバーに5kg 500円で販売
■06/29（木） 40周年実行委員会＠相川事務所　岡田委員長・藤
　田・石川・渡邉・光永・青木・相川7名
■06/30（金） だがしや楽校　大社の杜終日予定（チラシ配布作業
　40,000枚）岡田
今後のスケジュール
■07/01（土） 富士山部第一回役員会・評議会＠熱海YMCAセン
　ター　藤田会長・日吉副会長・青木会計・鈴木事業主査・相川書
　記・渡邉副会長は欠席のため委任状送付
■07/01（土） 社会を明るくする運動　ポスター表彰　岡田直前
　会長出席（藤田会長部役員会出席のため代理）
■07/02（日） 恵明学園　七夕まつり（藤田・青木・岡田・日吉4名）
■07/03（月） 社会を明るくする運動　街頭宣伝（藤田・渡邉・日
　吉・相川・青木・岡田・大村・小野）
■07/03（月） 第一回役員会　（街頭宣伝終了後）・親睦会（藤田・渡
　邉・日吉・相川・青木・岡田・鈴木・大村・石川）
■07/04（火） だがしや楽校全体会＠防災センター　19:00- （岡
　田）
■07/05（水） 第一回東日本区メネット委員会＠YMCA同盟（大村
　メネット委員長）
■07/06（木） 熱海YMCA理事会＠熱海YMCAセンター　18:00- 
　（鈴木）
■07/08（土） 東日本区第一回役員会＠日本YMCA同盟会議室（大
　村メネット委員長）
■07/11（火） 第67回社会を明るくする運動「ふれあいスポーツ交
　流大会」　8:00- 長伏グラウンドC　藤田会長1名
■07/14（金） 7月合同例会＠東山荘
■07/16（日） 8:00～農園作業　人参種植え
■07/27（木） だがしや楽校全体会＠市民活動センター 19:00-
　（藤田会長・岡田）
協議事項（藤田会長/相川書記）
■報告：【前期】杉村勝巳様退会届け及び6月末付けの退会を承認
■議題：会費納入方法について　会計としては煩雑にはなるが、
　毎月の会費支払いも認めてはどうか？▶臨機応変に対応
■報告：クラブ物品・資料等の確認現状報告　まだ一部のメン
　バーからしか返事がないため、来月報告とさせてください。
■議題：例会会場変更案について　高田屋を検討、費用が月2700
　円（税込み）・駐車場は1時間無料▶会場を利用しての例会は、年
　6回を想定（7,8,12,1,2,6は別会場を考慮）金額の上昇は、吸収で
　きると判断。一部松韻案もあったが、賛成多数にて承認
会計（青木会計）
■議題：前年度会計最終決算報告、会計監査日程及び役員会での
　承認の件▶今週中に会計監査実施。次期予算確定。会計結果
■報告：会計口座は前年同様。7月は会費納入月です。三島信用金

在籍者 13名 メネット 0名

出席者 12名 ゲスト 0名

出席率 92％ ビジター 0名

メーキャップ 0名 スマイル 20,000円

修正出席率 92％ スマイル累計 134,083円

総出席数 12名 プルタブ 0g

○ 出席率100％に挑戦！メーキャップをわすれずに！


