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今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主、メシアである。 ルカ2章10節
子どもたちはクリスマスを心待ちにしていることでしょう。私たちにとって本当に嬉しい事や大切な事はしばしば「待ち続けた」
後に起こるようです。逆に言えば簡単に手に入るもの、すぐに手に入るものは私たちにとって実は大切なものではないのかもし
れません。今年のクリスマスを「待つ」ことを大切にしてくださると皆さんと子どもたちの毎日は幸せなものになるでしょう。 強調：EMC/MC

11 月例会報告　創立 40周年記念例会

親睦副委員長　光永 尚生

　11月例会は、記念すべき、三島ワイズメンズクラブ40周
年記念事業として三島駅前の、日本大学国際関係学部の1
階ホール並びに7階食堂フロアにて行いました。
　40周年記念事業として、「ふるさと三島絵画コンクール」
を開催し三島市内の小学校から400点を超える応募を頂き
感謝でした。「ふるさと三島」というタイトルに合わせて、自
分たちのふるさとを小学生たちが考える機会になったので
あれば幸いです。50名に上る子供たちを表彰しましたが、
当日の記念例会に参加された多くのワイズの仲間たちが、
共に表彰に立ち会ってくださったことありがとうございま
した。
　その後、会場を7階に移した懇親会でしたが、ここでもふ
るさと三島を三嶋大社の「しゃぎり」と農兵節でおもてなし
できたことはワイズの仲間との素敵な時間の演出となりま
した。やっばり、ワイズの仲間たちと、共に過ごす時間は素
晴らしいひと時ですね。
　藤田会長はじめ、三島クラブ員一同、改めて感謝とお礼を
申し上げます。

第一部：14時30分
◆開会点鐘
◆会長あいさつ
◆ゲスト・ビジター紹介
◆委員会報告
◆出席率報告
◆閉会の言葉
◆閉会点鐘
※クリスマス会の仕度
第二部：15時～18時30分
◆ワイズメン入場
◆恵明の子供達による学芸会
◆恵明の子供達とワイズメンとの交流
　ゲームなど
◆食事会
◆プレゼント贈呈
◆クリスマス会終了

会長 藤田 小夜子Y's
会長 藤田 小夜子Y's
会長 藤田 小夜子Y's

各委員会担当
プロドラ委員会
鈴木 忠雄Y's

会長 藤田 小夜子Y's
親睦委員会

日 時：2017年12月25日（月）
　　  14:00～18:30
会 場：恵明学園（三島市笹原新田81-1）
　　　℡055-975-4803
受 付：岡田 美喜子Y's
司 会：渡邉 近子Y's

2017年12月クリスマス例会

12/04 相川
12/11 渡邉P 該当なし

Happy Birthday      Happy Anniversary



40 周年記念例会の式典を終えて

　会長　藤田 小夜子

　三島ワイズメンズクラブの皆様、実行委員会の皆様、大変
お疲れ様でした。お陰様で大きな節目を乗り越えることが
できましたこと、感謝、感謝です。
　思い起こせば、2年前にA副会長を受けなければならなく
なった時から、漠然と40周年記念例会のことが頭の隅に巣
を作り始めました。他クラブの周年例会、イベント、初例会
と参加、出席する度に、我が三島クラブの周年行事は？と心
をよぎるのでした。
　40周年記念準備委員会、そして実行委員会と委員会の開
催数が重なっていく毎に不安と心配が体中に広がりまし
た。会場が日本大学の校舎に決まるまでの会場探しから始
まって、絵画コンクール作品が集まるだろうか？お迎えの
こと、余興のこと、肝心なワイズメンは沢山参加してもらえ
るだろうか、受賞者の保護者の参加はどうだろうか？等々、
私だけではなく、きっと、メンバー皆が心配されてたことで
しょう。一人で心配したって、どうにもならない。メンバー
の考え、企画に沿って、持ち場持ち場で皆が協力し一致団結
して目標に向かって行くことの大切さを、改めて勉強、体験
させていただきました。
　当日はお陰様で天候にも味方してもらえ、来賓の方々、授
賞者の方々をはじめとし、想像以上の来場者があり、本当に
嬉しいことこの上なかったです。帰りぎわに受賞者の親御
さんから、感謝の言葉をかけて頂いたときは、今まで何回も
学校へ足を運んだことが無駄でなかったと思いました。
　みんなの“ふるさと三島”が、こんなにも愛されて子ども
たちの心の中に生きているならば、次の機会があればもっ
ともっと美しい、楽しい三島が彼ら、彼女らに育てられて大
きく成長して帰ってくるのではという思いも湧いてきまし
た。
　第二部の懇親会では、出席者の皆さんに三島ワイズメン
ズクラブのただ一人のチャーターメンバーで40年間ホー
ムクラブ皆出席の小野和昭ワイズの表彰がして挙げられ無
かったことが、とても残念なことでした。今年度目標の出席
率100％を達成するために10月17日の例会も出席されて
いたのですが、待ちに待った40周年記念例会での表彰式目
前の11月30日に昇天されてしまい、その翌日12月1日に奥
様からの知らせを受け茫然自失の状態で当日を迎えたので
した。生前、小野ワイズからは、チャーターナイトから始ま
り沢山のお話をお聞きする機会をいただきました。小野ワ
イズの三島クラブへの思い入れを大事にしていきたいもの
です。
　40年の長い歴史の中には諸先輩方の努力の積み重ねが
あったればこそ、今に引き継がれてこれたことと思います。
その思いを後に続くワイズメンとして、明日からまた心新
たにワイズ人生をメンバー全員で楽しみたいですね。
　改めて、皆さまのお陰で素敵な40周年記念例会が出来た
ことに感謝申し上げます。

三島クラブ創立 40周年記念例会を終えて

40 周年実行委員長　岡田 美喜子

　三島ワイズメンズの諸先輩方の伝統を、メンバーが一丸
となって確かに繋いだ瞬間。多くのみなさまに立ち会って
いただき、承認になっていただきました。ご関係いただいた
みなさまに、改めて心から感謝申し上げます。
　12月3日、創立40周年記念例会の一部を日本大学国際関
係学部三島駅北口校舎1階 山田顕義ホールを会場に約240
名の方々のご参列いただき、また、二部は同校舎7階ダイニ
ングさくらをお借りして約100名の方にご参加いただき開
催しました。
　一部は、NPO法人静岡地域教育芸術協会三島ヴァイオリ
ンクラブの子どもたちによるヴァイオリン演奏で始まり、
藤田会長の点鐘及びあいさつ、そして、栗本東日本区理事を
はじめ、豊岡三島市長、宮沢県議会議員など、多くのご来賓
の方々にご臨席いただき心温まるご祝辞を賜りました。ま
た、ワイズメンも富士山部をはじめ遠方からも多数ご参加
いただき、お祝いのお声掛けをいただきました。みなさまに
頂戴したご厚情は本当にありがたく、身に余る光栄と三島
クラブ一同感激いたしました。
　二部は、三島市大宮町2丁目しゃぎり保存会のみなさま
の演奏で開宴し、アトラクションでは農兵節普及会の方々
による農兵節の披露とともに、約100名のみなさまが輪に
なって農兵節踊りを楽しんでいただきました。
　記念事業の子どもが描く「ふるさと三島」絵画コンクール
は、教育委員会をはじめ市内小中学校、造形家杉山明博先
生、三島美術協会の方々など多くのみなさまにご協力いた
だき、お陰さまで429点の応募があり、特選を含む51作品を
表彰することができました。当日の表彰式には、48人の子
どもたちが親子揃って参加してくれました。特選の作品に
は、西島教育長や鈴木三島市議会議長などが直接表彰して
いただくなど、表彰式に花を添えていただきました。会場入
り口に展示した子どもたちの絵の前で、記念写真を撮る親
子連れのほほえましい姿も見られました。
　三島クラブ創立40周年記念例会では、これまで三島クラ
ブが培ってきた青少年の健全育成と社会貢献の成果を存分
に披露する機会となり、参加されたみなさまには三島の伝
統・文化・芸術をご堪能いただけたのではないかと思いま
す。
　後日談ですが、「うちの子、絵画コンクールで表彰しても
らいました」とお礼のことばを頂いたり、12月6日から三島
市役所ロビーに飾られた作品を見て「うちの子も出せば良
かった。来年は、ワイズの絵画コンクールに出したい」など
と、うれしいお声掛けも頂きました。また、三島市議会議長
賞を受賞した北小学校6年 土屋祥汰さんの作品は、2月1日
発行の三島市議会「議会だより」の表紙を飾ることが決定し
ました。
　微力ながら実行委員長として関わらせていただいたこと
に、実行委員のみなさまをはじめ三島クラブのみなさまに
改めて感謝申し上げます。



あった山田卓司君と二人でお見舞いに行ったとき、昔はみ
んな若かった、いろんなことをやることが出来て楽しかっ
たと、懐かしく思い出を語りあいました。その時の小野さん
は元気でありまして、ご機嫌よかったです。約20分位小野
さんと3人で話をしました。そして、小野さんから山田君に
三島クラブへ入れよと言われて別れました。それが、小野さ
んとゆっくり話ができた最後でした。奥さんから、その後、
具合が悪くなり寝たきりになってしまったと、奇跡的なタ
イミングであったと言われました。　
　小野さん40年間、ご苦労様でした。ありがとうございま
した。

御殿場クラブの皆さんと農園作業

　会長　藤田 小夜子

　12月10日（日）寒さが一段と厳しくなった日曜日。先日
来、約束の御殿場クラブの皆さんが、我が三島クラブのワイ
ズ農園へと野菜を買いに来てくださった。9時の約束でし
たので、10分前に農園に行き皆さんの到着を待った。前原
さん、金光さん、芹沢さん、渡邉さん、長田さんの5名が来て
下さり、キャベツ、白菜、大根、人参、ブロッコリを自分で採
る人、切ってと頼まれる人、
楽しんで収穫のだいご味を
味わう人など様々、しばし歓
談を交えてのひと時でした。
箱根の西麓野菜のおいしさ、
甘さをPRさせていただきま
した。　景色と空気の良さも
十分満喫していただき喜んでファンドに協力をしていただ
きました。結果、3台の車に一杯積み込んで帰られました。
御殿場クラブの皆さんに感謝です。
　因みに、三島クラブからは鈴木農園委員長、青木ワイズ、
渡邉ワイズ、藤田の4名参加でした。そして、忘れてはいけ
ないことは一つ。宮沢県議が顔を出して下さり、白菜や、大
根は早めに収穫する方が良いと言っておられました。

東日本区「メネットのつどい」に参加して

メネット　相川 明実

　「こども達に絵本を」との明確な目的のもと、全国のワイ
ズメネットが名産菓子を持参で集合。寄付に加え地元貢献
になるシステムに感心しました。三陸復興のため、ご尽力の
石巻・岩手・仙台青葉の友情、お楽しみはクイリングという
美しき文様手芸。楽しく学び、良いこと、感心することがた
くさんありました。企画・運営
をした大村委員長をはじめと
する東日本区メネット会に感
謝致します。参加出来て、とて
も良かったです。有り難うご
ざいました。

心のこもった、とてもいい記念例会でした

　DBC京都クラブ交流委員長　新井 美子 Y's

　記念例会ではいろいろとお世話になりありがとうござい
ました。心のこもったとても
いい会だったと思います。私
達にも暖かいおもてなしを
受け皆喜んでいました。農園
にも案内していただき大根
を抜いたり初めての体験を
させていただきキャベツや
白菜、ブロッコリーなど沢山おみやげをいただきました。そ
の後、スカイウォークを渡り箱根神社にも参拝し、楽しい二
日間でした。
　本当にありがとうございました。次回は京都でお待ちし
ていますね。

小野さんの思い出

　会計　青木 利治

　小野さん、あまりにも思いがけないことで、心がうつろで
あります。今、満月を見ながら小野さんのことを考えてい
ます。今日（12月3日）の満月
はスーパームーンのため普
段の満月より大きく見るこ
とができます。亡くなられた
方々の魂が乗り移って、光を
放っているように私は見ま
した。今年は5月に母を亡く
し、10月には杉村君も亡くなり、小野さんまで亡くなりま
して、悲しい1年でした。
　私は、37年前の12月のクリスマス例会に入会しました。
ちょうど、小野さんが会長でありまして、それが小野さんと
の初めての出会いでした。当時、児童公園のペンキ塗りを
行っていまして、みんなでワイワイやるのが楽しかったで
す。小野さんからペンキ塗りのやり方を伝授され、錆止めは
しっかりやらないと直ぐに剥げてしまうと教えられまし
た。ペンキ塗りの後、みんなでお昼を食べました。その折に、
小野さんはワイズとは何かとよく話をしてくれました。何
をやっても良いがワイズの本質は絶対曲げてはならない
と、口ぐせのように話をしてくれました。その信念は最後ま
で変わりませんでした。
　先日、小野さんの奥様と小野さんの思い出話をしました。
その中で、私は家の屋根のペンキ塗りをやったと話をする
と、小野さんも家の周りのフェンスなどにペンキ塗りをよ
くやってくれたと、そして、一回だけ屋根に上ってペンキ塗
りを行ったが、小野さんは高所恐怖症で2度と屋根のペン
キ塗りはやらなかったと笑顔でお話してくれました。また、
広島の日本区大会に私が参加した時、小野さんの奥さんも
同行していて、日本区大会には出ないで、安芸の宮島や倉敷
に三島クラブのみんなで楽しく観光したと懐かしく話しま
した。私が病気で入院中に小野さんがお見舞いに来てくだ
さった話、私が会報委員長の時、一年間「養生訓」についての
原稿を書いてくださった話をしましたら、奥さんも驚いて
いました。人一倍健康について気を付けていた小野さんが
こんなに早く亡くなってしまうなんて残念でならないと話
しをしました。
　この10月初旬、日本に帰ってきた元ワイズのメンバーで



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

の慶弔規定の変更を早急に対応必要（相川担当）▶承認
■議題：第二回富士山部役員会評議会について▶1月14日（日）に
開催されます。現在 藤田・鈴木が役員会／相川・日吉が評議会参加
予定、資料は12／20までに送付（書記）・欠席者は委任状が必要で
す。
■議題：次期会長選考について、現状報告。▶次期は会長を含め、
全役員留任の方向で基本決定とする。
会計（青木会計）
■報告：特になし
CS・BF委員会（岡田委員長）
■議題：すこやかふれあいまつり結果報告（会計・寄付等）▶寄付
について検討。野菜ファンドの売上金を加算して寄付予定。
農園委員会（鈴木委員長）
■報告：今年は気候状況かあんまり成長が芳しくない。今後の予定は検
討中
EMC・YMCA委員会（大村委員長）
■議題：合同例会へのインビテーションを是非実現したい。その
上で入会候補者がないことへの対策を検討したい。▶協力お願い
します。
IBC・DBC委員会（石川委員長）
■報告：40周年記念例会後に交流会を開催＠居酒屋真 三島9名・京都8
名
プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
■報告：12月例会（メンバー6名・メネット1名） 欠席：長澤・山田・
石川・相川・鈴木
■議題：1月例会プログラム検討▶登録費他内容承認
親睦委員会（日吉委員長）
■報告：誕生日 12/04 相川 ・ 12/11 渡邉パートナー
■議題：12月クリスマス例会について 12月25日（月）▶集合時間
等遅れないようにお願いします。
会報・広報委員会（石川委員長）
■議題：ブリテン原稿依頼の件▶例会報告：光永ワイズ・40周年
関係：藤田会長：岡田実行委員長・農園作業：藤田会長（写真あり）・
小野さんへ：青木ワイズ・東日本区メネット委員会：相川メネット
（写真あり）・京都クラブ：新井交流委員長・川柳：青木・光永ワイ
ズ・40周年の写真は相川より送付
メネット委員会（大村委員長）
■報告：＜11・12月活動報告＞・11/04 東日本区第二回役員会主
席＠日本YMCA同盟（大村メ）・11/11 Ys農園 人参収穫・ふれあい
まつり販売用洗い・整理（大村メ）・11/12 Ys農園 大根・キャベツ
収穫／ふれあいまつり参加（大村メ）・11/25 ワイズメネットのつ
どい参加＠横浜中央YMCA（大村メ・大村・相川メ）・12/01／02 40
周年記念例会準備（大村メ・相川メ・鈴木メ）・12/02 40周年記念例
会（大村メ・相川メ）
＜予定＞ 12／18 忘年会（大村メ）・ 12／25クリスマス例会 参加
（大村メ）・1/16 合同例会（大村メ）■議題：1月末から2月初旬にメ
ネット主催の料理教室開催について▶2/12（月・祝）に相川事務所
2Fショールームにて開催決定
40周年実行委員会（岡田委員長）
■報告：記念例会・絵画コンクール・親睦会お疲れさまでした。今
後の作業は、年明けとなりますので、よろしくお願い致します。

2017年12月 第6・7回 役員会議事録

日　　時：2017年12月18日（月）18:30～19:30
場　　所：焼肉ムクゲ
出席数：9名中7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/大村EMC・YMCA/石川
BC・広報）＋光永・山田・大村メネット
報告事項
■11/01（水） 農園作業 藤田会長・日吉 2名 大根間引き
■11/06（月） 40th実行委員会 岡田・石川・光永・青木・渡邉・日吉・
相川 7名
■11/07（火） 第五回役員会 8名（藤田会長・日吉・相川・青木・岡
田・鈴木・大村・石川）
■11/10（火） すこやかふれいまつり駄菓子購入 日吉・岡田 2名
■11/10（火） 40th実行委員会 会場事前確認 14:30～
岡田・藤田・渡邉・日吉・石川・青木・相川・相川メ
■11/11（土） すこやかふれあいまつり人参収穫・野菜洗い
青木・藤田・長澤・鈴木・渡邉・大村・日吉・大村メ 8名
■11/12（日） すこやかふれあいまつり 大根収穫（鈴木・相川・大村
メ）
■11/12（日） すこやかふれあいまつり 藤田・渡邉・日吉・相川・青
木・岡田・鈴木・大村・石川・光永・大村メ）
■11/14（火） 沼津クラブ11月例会 藤田・青木・齊藤 3名
■11/15（水） 40th実行委員会
■11/21（火） 40th記念例会会場他最終調整及び確認
■11/21（火） 新入会員歓迎会 やごみ酒店
藤田会長・渡邉・日吉・相川・青木・岡田・鈴木・大村・石川・光永・長
澤・山田（12名）
■11/25（土） ワイズメネットのつどい 横浜中央YMCA（大村・大
村メ・相川メ）
■12/01（金） 40th最終準備 藤田・岡田・石川・青木・相川・相川メ
■12/02（土） 40周年記念例会 招待者16名・ワイズ73名・三島17
名・一般82名・受賞者47名 出席率 92 ％ ｜ 修正出席率 100 ％
・親睦会 招待者8名・ワイズ73名・三島17名 SMILE 寄付 70,000円
・二次会 メンバー 9名（藤田・青木・相川・鈴木・長澤・日吉・光永・渡
邉・石川）｜京都 8名（相原・荒井・大田・金澤・古賀・杉本・西村・三
井）
■12/03（日） 京都クラブ接待（スカイウォーク・農園） 青木・鈴木・
京都 8名
■12/04（火） 絵画展示（三島市役所） 岡田・青木・相川・石川・渡邉・
日吉 6名
■12/05（火） 小野和昭様通夜（藤田・日吉・渡邉・石川・大村・岡田・
鈴木・光永・相川)翌6日葬儀（藤田・青木・鈴木）
■12/10（日） 農園作業（藤田・青木・鈴木・渡邉・御殿場クラブ5名）
■12/15（金） 絵画撤去（三島市役所） 藤田・青木 2名
■12/15（金） 次期会長選考委員会＠大村邸 藤田・相川・石川・青
木・大村 5名
■12/18（月） 1月度役員会・忘年会＠ムクゲ 藤田・渡邉・日吉・相
川・青木・石川・大村・光永・渡邉・大村メ
今後のスケジュール
■01/11（木） 熱海YMCA運営委員会
■01/14（日） 第二回富士山部役員会（藤田・鈴木）・評議会（相川・
日吉）
2名欠席（渡邉・青木）委任状提出予定
■01/16（火） 3クラブ新年合同例会＠みしまプラザホテル
■新年例会：1/8 伊東・1/10 富士富士宮合同・1/22 熱海・1/24 熱
海G
協議事項（藤田会長/相川書記）
■報告：小野和昭様ご逝去にともない、11/30をもって退会手続き
を行いました。
■報告：齊藤ユリ様退会承認につき、11/15をもって退会手続きを
行いないました。
■議題：小野和昭様ご逝去に伴い支出した弔事費用承認の件 会則
に規定がない状況で、生花（15,000円）・香典（10,000円）を四役相
談の上、拠出しましたのでご承認願います。又、これに伴い、会則

在籍者 14名 メネット 4名 スマイル累計 127,740円
出席者 13名 ゲスト 16名 プルタブ 0g
出席率 92％ ビジター 202名 プルタブ累計 1,229g
メーキャップ 1名 総出席数 235名 古切手 0g
修正出席率 100％ スマイル 70,000円 古切手累計 154g

三島ワイズメンズクラブ　2017年12月号ブリテン
<発行：会報・広報委員会（石川敏也・相川毅）>掲載内容に関することは
☎090-3566-6494（石川）まで、気軽にお問い合わせください。






