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「空の鳥をよく見なさい。あなたがたの天の父は鳥を養ってくださる」マタイ福音書6章26節
時には疲れが溜まってしまうことやなんとなく行き詰まりをおぼえる時があるかもしれません。そんな時に空の
鳥の姿をよく見てみなさい、とイエス様はおっしゃいます。普段ちかくにありながら見落としているものを改めて
しっかりと見つめているといつの間にか心がリセットされることがあるかもしれません。 強　調： 評　価

5 月 例会報告

親睦委員　長澤 武則

　5月例会は5月15日(火)に卓話者として東京クラブ在籍
の日本大学国際関係学部 大学院教授の高橋章様をゲスト
としてお招きし、例会会場の高田屋にて開催されました。
　私が仕事の都合で三か月ぶりの例会参加（メーキャップ
はしていますが、すみません）であったため、久しぶりに三
島クラブの全員が揃ったことに加え、大村メネットも参加
しての例会となりました。
　藤田会長の点鐘、大村ワイズの開会挨拶と通常通りに会
は進み、会長挨拶で楽しくなければワイズではないという
言葉もあり、楽しく活動をしていかなければと感じ入りま
した。
　高橋先生の卓話は「一神教（ユダヤ教・キリスト教・イスラ
ム教）の共通店と相違点」と題して、宗教と政治の関係、21
世紀の複雑な動きの根底に宗教がある事や、日本の立ち位
置（出過ぎず、孤立せず）、異なる文化への理解についてお話
を頂きました。戦争へと向かわず平和を作る事の大切さを
改めて学ぶ事が出来ました。
　委員会報告の中では、親睦委員会から東山荘のタイミン
グが合えば一泊しながら活動についてゆっくり議論できる

（したい）といった話もあり、これからの三島クラブを盛り
上げるためにみんなで知恵を出すような場を作りたいと思
いました。
　最後に来期に向けてメンバーを増やしていくように頑張
りましょう。と定刻に例会が終了しました。
　そして、次回から例会会場が松韻へと移ります。心機一
転、より楽しい例会にしていきたいと思います。

◆開会点鐘
◆開会の言葉
◆ワイズソング斉唱
◆ワイズの信条
◆会長挨拶
◆ゲスト・ビジター紹介
◆誕生日・結婚記念日祝
◆書記報告
◆委員会報告
◆スマイル・出席率報告
◆閉会の言葉
◆閉会点鐘
◎定時総会

◆親睦会
◆食前の感謝
◆乾　　杯
◆終了の挨拶

会長 藤田 小夜子Y's
石川 敏也Y's

出席者一同
司　会

会長 藤田 小夜子Y's
会長 藤田 小夜子Y's

司会＆親睦委員会
書記 相川 　毅Y's

各委員会担当
親睦・プロドラ委員会

大村 俊之Y's
会長 藤田 小夜子Y's

①事業報告・仮決算報告
②次期事業計画・次期予算計画

司会　光永 尚生Y's
司　会

会長 藤田 小夜子Y's
司　会

日 時：2018年6月19日（火）
　　  18:30～21:00
会 場：松韻 (055-973-2678)
　　　三島市中田町1-16
受 付：青木 利治Y's
司 会：渡邉 近子Y's

2018年6月例会

6/21 大村俊之
6/25 鈴木忠雄 該当者なし

Happy Birthday      Happy Anniversary



第 21 回 東日本区大会に出席して

　会長  藤田 小夜子

　21回目となる東日本区大会は、6月を迎えた第1土曜日
と日曜日の2日と3日に三島の親クラブである熱海クラブ
排出の栗本治郎理事の下、同じく親クラブの沼津クラブが
ホストクラブとして近年には無かった500名に近い参加者
で、沼津プラザヴェルデにて盛大に開催された。富士山部で
は全員登録を目指しての声掛けが功を奏しての156名の出
席者が有り富士山部としても喜ばしいことでした。西日本
区からも48名の出席が有りました。
　三島クラブからは、東日本区大会の協力要請で石川ワイ
ズが早い時期からの参加、他のメンバーはリハーサル、当日
も朝早くから労力を厭わずにお手伝いをして下さり感謝、
感謝の中に、10:30～初めての年次代議員会に出席しまし
た。
　開会式で栗本治郎理事の挨拶から一連の流れ、審議議案
の1～9号までの議案のなかに、宮内友弥次期理事への役員
の承認・紹介が有り、次年度の東日本区の予算案へと全てス
ムーズに可決され、閉会、昼食タイムとなりました。
　13:00～待ちに待ったオープニングセレモニー・バナー
セレモニーと続き、クラブごとの特色が出るバナーセレモ
ニーは何度見ても胸が躍ります。ましてや今年は自分がバ
ナーを掲げての晴れがましい役目、ワイズならば一度は経
験をするべきだと思いました。どこのクラブの会長も誇ら
しげに自クラブのバナーを高々と掲げる光景は壮大で素晴
らしかったです。
　東日本区アワー① 奈良傳賞・理事年次報告に続き、代議
員、各部長が報告をされました。休憩を挿み沼津市出身のバ
ルセロナオリンピック金メダリストの岩崎恭子さんの「幸
せはいつも自分でつかむ」と題した講演があり、その後、会
場を移して参加者全員の待ちに待った晩餐会。北海道から
沖縄までのワイズメンの懇親、交流会はやっぱり楽しい！
東西に分かれて20周年の記念式典以来の交流会ですから。
各部の出し物もあり、富士山部では、部歌とドレミの歌を声
高らかに披露し、ワイズメンの楽しいひと時は時間の経つ
のが早かったです。
　翌2日目は聖日礼拝に続き、9:15～東日本区アワー②。事
業主任、メネット委員長からの報告が有り、各種の表彰が発
表されました。嬉しいことに我が三島クラブが「CS活動特
別賞」「EMC-M優秀賞」「EMC-C出席率最優秀賞」と近年に無
い素晴らしい表彰をして頂けたのは親クラブの熱海クラブ
からの栗本理事年度に、少メンバーのクラブでも全員が一
致団結して頑張った結果が授賞の栄に与かることができた

のでは?と自負するとこ
ろです。特に「CS活動特別
賞」は40周年準備委員会
から始まり40周年記念例
会委員会を幾度も開催し
ご足労願った一人一人の
努力の賜物です。
　それを評価して頂いた
ことを礎にワンスッテッ
プ踏み出せる三島クラブ
にしてゆけたらと思う東
日本区大会でした。※左
の写真は京都クラブ金澤
市郎ワイズからいただき
ました。

西日本区大会の参加と京都クラブとの懇親会

会計＆ IBC・DBC 副委員長　青木 利治

　6月9日(土)から10日(日)の2日間、藤田会長と共に参加し
ました。会場はANAクラウンプラザホテル神戸であります。
光永ワイズ、大村メネット、沼津クラブの相磯ワイズ、大村
ワイズ、熱海クラブの栗本理事、札埜ワイズ、大川ワイズ達
は我々より先に会場に入場しておりました。
　西日本区大会の参加者は780名位だそうです。東日本区
大会の480名より多いい参加で、うらやましく思うばかり
です。人数が多いことは、大会そのものがにぎやかで活気が
充満していてお祭りのような大会でありました。西日本区
大会は東日本区大会とほぼ同じようなプログラムでありま
した。そのなかで、県立長田高校音楽部の合唱が素晴らしい
もので、聞きほれてしまいました。懇親会も大変にぎやかで
獅子舞いが各テーブルを回って来て、藤田会長も獅子が目
の前に来て喜んでいました。また、会場にて京都クラブのメ
ンバーにお会いでき、挨拶を交わしました。フェローシップ
アワーに栗本理事が富士山部のメンバーを誘ってくれまし
て、私たちはご馳走になりました。2日目は表彰式と引継式
が大勢の参加で大変にぎやかでありました。
　大会後、京都クラブの中村会長と金澤さんの案内で京都
駅の前のイタリアンバーに行きました。そこに京都クラブ
のメンバーが待っていまして、当日参加した石川君も交え
て懇親会を行ってくれました。京都クラブ10名と三島クラ
ブ3名がにぎやかに交流を深めることができました。来年
1月にワイズ農園に来てくれる話や鞍馬の火祭に行く話な
ど、これからも交流を続ける話で盛り上がりました。楽しい
一時を作ってくれました京都クラブのみな様ありがとうご
ざいました。



　参加すれば三島クラブにも何かしらお手伝いできること
があるかもしれません。そんな思いに駆られて再訪を約束
して教室を後にしました。

東京江東クラブ 5 月ワイズメネット ノーサイド例会参加報告

東日本区メネット委員長／メネット会　大村 知子

　東京江東クラブ5月ワイズメネット ノーサイド例会が５
月12日（土）12:00～14:00東陽町の「トラットリアリアナ東
陽町」において開催され、ご招待いただき参加しました。
　東京江東クラブワイズメネット会は42年の歴史を持ち
数々の活動を続けてきましたが、
この日はメネット会ノーサイド例会へのお招きで、今回が
ファイナルのメネット例会に参加となるので複雑な思いを
秘めた上京でした。
　会は、島田京子メネットの司会で開会、藤井祥子メネット
会長の点鐘、会長挨拶・ゲスト紹介につづき、東日本区ワイ
ズメネット委員長として私が「新たなメネット活動に期待
する」旨の挨拶を致しました。用意した配布資料「42年の記
録」に沿って藤井会長が東京江東ワイズメネット会42年間
の活動の歴史を振り返りました。長年、意義深い充実した

「メネットならではの活動」を自主的に、時にはメンと協働
で、継続してきたことに感動しました。
乾杯、食前の感謝後、イタリアンの昼食をゆっくりしなが
ら、メン・メネットが和気あいあいにそれぞれの思い出や昔
話をユーモアあふれる話術で披露されました。
　東京江東メネット会がこれまでに事業で蓄財したファ
ンドを、江東YMCA幼稚園「ワイズメネット文庫」創設のた
めの献金を駿河園長に贈呈、そし
て東日本区ワイズメネット委員
会国内プロジェクトへは絵本献
金を頂きました。参加者全員にメ
ネット手作りの心のこもった記
念品が贈呈され、終わりの挨拶、
閉会点鐘の時を迎えました。
　メネット会閉会という苦衷の
決断は底力があったからこそで
もあり、今後、東京江東クラブメ
ネットが42年の歴史の中で蓄積
した力と知恵とによって、新し
いメネット活動のしかたを創出し、東日本区各クラブのメ
ネット在り方のロールモデルとなることを期待します。

「のびっこクラブみしま」のこどもの日イベントに参加して

会長  藤田 小夜子

　5月12日（土）、4月例会で卓話をして頂いた石井千恵子先
生の主催されている「のびっこクラブみしま」の一週間遅れ
の「こどもの日」イベントに見学、参加させていただきまし
た。
　午後からの参加だったので、午前中から参加していた日
大三島高校のインターアクト部の女子、ボランティアス
タッフの方たちと子どもたちの協働作品「鯉のぼり」や「鯉
のぼりちらし寿司」のお手伝いは出来ませんでしたが、石井
先生の出迎えとイベントルームの和やかな雰囲気に紹介の
挨拶もそこそこ、自然と溶け込めました。
　子どもたちも参加スタッフも普段の教室とは違い、ゲー
ムやインド実習生と外国ルーツの子によるギター演奏、歌
であったり、アモール1年生による「今日はなんて運がい
いんだろう」という大型絵本の読み聞かせや日大高校生イ
ンターアクト部のダンス「みしまサンバ」に合わせて「のー
えー」の合いの手など、会場全体が一つになって、とても楽
しいひと時でした。
　参加させていただいたサポートメンバーの中に、団体は
異なるけれど3名の知り合いがいたことに驚きと感銘を受
けました。ここでもまた、ボランティア活動の絆をいただき
ました。これも石井先生のたゆまぬ努力が、サポートする人
たちの信頼と心を惹きつけるのだと実感させられました。
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ワイズ川柳

写真提供：京都クラブ金澤市郎ワイズ
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農園委員会（鈴木委員長）
■議題：農園作業▶6/13　9:30～ 藤田会長現状調査　6/17 農園
　作業実施予定
EMC・YMCA委員会（大村委員長）
■議題：入会候補者の情報収集　三島クラブメンバー全員の認
　識を喚起する方法について▶インビテーションの積極活用と、
　YMCA, 活動への参加をアピール
IBC・DBC委員会（石川委員長）
■議題：06/10　DBC京都クラブとの親睦会食会について　参
　加予定者　藤田会長・青木・石川　3名・京都12名　交通費負担
　30,000円▶承認
プログラム・ドライバー委員会（渡邉委員長）
■議題：6月プログラム検討▶承認
親睦委員会（日吉委員長）
■報告：誕生日　6/21 大村・6/25 鈴木
■議題：6月例会に親睦会を開催▶承認　親睦委員会より、2,000
　円拠出・追加分は委員会にて負担予定
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：長澤・東日本区大会：
　藤田会長・西日本区大会：青木・DBC交流昼食会：石川・のびっこ
　くらぶ：藤田会長・東京江東クラブメネット会：大村メネット
メネット委員会（大村委員長）
■報告：

【5月活動報告】
05/12　東京江東クラブメネット会（東陽町）　大村M
05/15　三島クラブ5月例会出席

【6月予定】
06/01　東日本区第4回役員会　プラサヴェルデ　大村M
06/02-03　第21回東日本区大会
06/06　第4回ワイズメネット委員会（四谷YMCA）　大村M
06/09　第21回西日本区大会（神戸）　大村M
06/19　三島クラブ6月例会出席　大村M
40周年実行委員会（岡田委員長）
■報告：記念誌メンバーの写真・原稿　6/11まで（テーマを知らせ
　る・400字以内）　7月合同初例会の日程を確認←7/10（火）　こ
　の時に配布予定

2018年度 7月のスケジュール
■07/01（日） 恵明学園　七夕まつり協力
■07/02（月） 第68回　社会を明るくする運動　三島市推進委員
　会への協力及び街頭宣伝への参加
■07/02（月） 第一回役員会
■07/07（土） 社会を明るくする運動　ポスター表彰式　藤田会
　長
■07/10（火） 社会を明るくする運動　ふれあいスポーツ交流大
　会　藤田会長
■07/10（火） 3クラブ合同初例会＠ニューウェルサンピア沼津
■富士山部初例会予定
　09（月）伊東＠暖香園ボウル
　10（火）沼津・三島・御殿場＠ニューウェルサンピア沼津
　11（水）富士・富士宮＠ホテルグランド富士
　18（水）下田＠会場未定
　23（月）熱海＠KKR熱海
　25（水）熱海グローリー＠KKR熱海
■東日本区メネット委員会予定
　東日本区ワイズメネット委員会、2017年度会計監査（7/6）
　東日本区ワイズメネット第一回委員会出席予定(7/7）四谷
　YMCA同盟（大村知子メネット　2018年度は東日本区メネット
　委員）

2018年6月 第12回 役員会議事録

日　　時：2018年6月5日（火）19:00～21:00
場　　所：大村 俊之Y's邸
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BC・会報広報）＋光永・長澤・大村メネッ
ト　計12名
報告事項
■05/01（火） 第11回役員会　メンバー11名・メネット1名（大村）
■05/05（土） 恵明学園不二見地蔵様祭り手伝い@静岡恵明学園児
　童部　藤田会長・青木・日吉　3名
■05/12（土） 第21回東日本区大会「スタッフ事前説明会」
　石川・鈴木・長澤・日吉・光永　5名
■05/12（土） のびっこくらぶ三島　こどもの日イベント見学　
　藤田会長
■05/13（日） 第三回富士山部　役員会・評議会＠ニューウェルサ
　ンピア沼津　役員会　藤田会長・鈴木主査　2名　評議会　藤
　田会長・鈴木主査・日吉副会長・相川書記・青木会計　5名
■05/13（日） 次期富士山部クラブ役員研修会＠ニューウェルサ
　ンピア沼津　※次期役員　藤田会長・日吉副会長・石川副会長・
　相川書記・青木会計・大村農園／EMC・鈴木IBC,DBC　7名
■05/15（火） 三島クラブ5月度例会@高田屋　メンバー11名・出
　席率100%, メネット1名（大村）　卓話者　高橋章様　総出席者
　数13名・スマイル11,000円
■05/19（土） CS委員会　見晴学園奉仕活動（草刈り等）　藤田会
　長・岡田・青木・大村・日吉　5名
■05/19（土） 農園作業（ブロッコリー片付等）藤田会長・青木・大
　村・日吉・岡田・長澤　6名
■05/19（土） NPO法人熱海YMCA総会＠熱海YMCAセンター
　鈴木　1名
■05/21（月） だがしや楽校運営協議会（第三回）　岡田　1名
■05/26（土） 定時総会資料検討　藤田会長・相川・青木　3名
■05/26（土） のびっこくらぶ三島見学＠北小学校　青木・岡田　
　2名
今後のスケジュール
■06/01（金） 第21回東日本区大会　東日本区理事杯ゴルフコン
　ペ　日吉・長澤　前夜祭・ゴルフコンペ表彰式　長澤・光永
■06/02（土）-03（日） 第21回東日本区大会＠プラサヴェルデ
　メンバー11名・メネット1名登録　（岡田・渡邉は登録のみ）
■06/05（火） 第12回役員会（新旧合同）
■06/09（土）-10（日） 西日本区大会＠神戸　藤田会長・青木・光
　永・大村M
■06/10（日） DBC京都クラブとの親睦会　藤田会長・青木・石川　
　3名（京都クラブ12名）
■06/14（木） だがしや楽校運営協議会（第四回）　19:00- 市民活
　動センター　岡田1名
■06/19（火） 三島クラブ6月例会＠松韻
■06/23（土） 富士山部第1回役員会＠熱海YMCAセンター　
　18:00- 藤田会長
協議事項（藤田会長/相川書記）
■議題：富士山部役員会での議案上程の件（メネット委員会への
　助成）▶上程議案を作成し直し、富士山部へ送付（書記）
　6/10済み
■議題：富士山部 役員会・評議会・次期クラブ役員研修会への交通
　手段について▶役員会から：藤田会長・鈴木主査　評議会から：
　日吉・相川　次期役員研修会から：青木・石川・大村
■議題：富士クラブ　樫村弘子様ご逝去の対応について　弔電を
　送りました（金額3,855円）▶承認
会計（青木会計）
■議題：仮決算報告　・会費検討の件。▶会費は来期一年間のみ
　10,000円とする。ファンド等積極的に検討し、次々期について
　は8,000円に戻して対応できるようにする。
CS・BF委員会（岡田委員長）
■報告：特になし

在籍者 11名 メネット 1名 スマイル累計 171,482円
出席者 11名 ゲスト 1名 プルタブ 0g
出席率 100％ ビジター 0名 プルタブ累計 3,459g
メーキャップ 0名 総出席数 13名 古切手 0g
修正出席率 100％ スマイル 11,000円 古切手累計 866g

三島ワイズメンズクラブ　2018年6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。


