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今月のことば

A副会長 日吉 和代 B副会長 石川 敏也 書　記 相川 毅 会　計 青木 利治

国際会長：私たちは変えられる（Moon Sang Bong：韓国）　アジア太平洋地域会長：アクション（田中博之：東日本区）
東日本区理事：為せば、成る（宮内友弥：東京武蔵野多摩）　富士山部部長：生き活き！ワクワク！仲間と共に！（渡邉実帆：沼津）主 題

三島クラブ会長主題：まずは参加！そして継続～更なる躍進（藤田小夜子：三島）
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「主よ、わたしたちにも祈る事を教えてください。」 ルカ福音書11章1節
祈る事は自分の願いごととつながるものです。自分の願い、つまり自分の気持ち・思いを語ることは決して誰にでも話せるものではありません。信頼
できる相手だからこそそう出来ます。祈ることも信頼できる相手がいればこそ出来るものなのです。

強　調： キックオフ

6 月 例会報告

会計　青木 利治

　6月19日（火）は今期最後の例会日で、総会と懇親会があ
ります。そして、松韻で行う初めての例会でもあります。そ
のため、私は早めに例会場に到着し、例会の準備を始めまし
た。バナーを張る位置を決め、点鐘と万国旗など例会に必
要な7つ道具をそろえるためであります。お陰様で松韻の
方々の協力もあり、無事セッティングができました。当日、
藤田会長は佐野智子さんと岩田八重子さんの二人を三島
クラブの例会に連れて来てくれました。また、松韻のマネ
ジャーである大隅京子さんが三島クラブに入会させると松
韻の伊丹社長が言って下さるハプニングがありまして、来
期は楽しみであります。総会は出席者が7名で過半数をこ
え、しっかり審議し無事総会を終えました。その後の懇親会
は光永ワイズの司会で始まり、参加者全員が自己紹介を合
わせて近況報告を行いました。その中で、岡田ワイズが三島
市議会の副議長に就任した旨の報告がありました。一年間
頑張ってください。最後はカラオケで盛り上がって終わり
ました。6月のお祝いは大村ワイズの誕生日でした。

受 付：青木・渡邉Y's 司 会： 平野 正文Y's（沼津）

7月3クラブ合同初例会 ： 2018年7月10日（月） 18:30～21:00　会場：ニューウェルサンピア沼津

Happy Birthday  >>>>
Happy Anniversary >>

◆開会点鐘
◆開会の言葉
◆ワイズソング斉唱
◆ワイズの信条
◆沼津クラブ会長挨拶
◆ゲスト・ビジター紹介
◆三島クラブ会長挨拶
◆御殿場クラブ会長挨拶
◆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
光永 尚生Y's

出席者一同
司　会

会長 泉 文雄Y's
会長 泉 文雄Y's

会長 藤田 小夜子Y's
会長 若林 久美子Y's

沼津クラブ 長谷川 等Y's
各クラブ会長・事業主査挨拶

石井 真人 氏
「志し続く」

司会＆親睦委員会
親睦・プロドラ委員会

御殿場クラブ
3クラブ会長

該当者なし
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「三島といえば、じゃがいも」ジャガイモ収穫

　親睦副委員長  光永 尚生

　入会以来、2年の月日が流れた。ついにこの時がやってき
ました。「じゃがいも収穫」三島と言えば、いろいろとある
が、私にとっては、いつも三島駅のお迎えで見かける、定番
の「三島コロッケ」。気になっていた。
　わが三島クラブでは、10数年来、三島市の坂小学校裏手
の斜面で、右手にスカイウォーク、正面に富士山を望む絶好
のロケーションにて、「三島クラブ農園」を展開している。今
の時期は、メイクイーン、男爵と2種類が収穫できる。日頃、
運動不足が否めない老体に鞭打ちつつ、年上の先輩ワイズ
のご指導の下、ついに農園デビュー。
　DBCの京都クラブの皆さんや、御殿場クラブの皆さんに
も収穫に来ていただいているのに、いつもいつも、仕事、仕
事で畑仕事ができずにいた。忸怩たる思いのままで過ごし
たが、心も天気もすっきり。
　収穫したジャガイモは、早速、YMCA東山荘が誇る、ママ
さんたちに、ファンドの協力依頼。きっと、おいしいコロッ
ケになるであろうという想い出、ジャガイモの売れ行きを
見守った。感謝である。私たちのワイズメンズ活動の中心に
は、CS活動などがあるが、その働きを支える働きのひとつ
には、ファンド事業があり、その協働がワイズメンズクラブ
の精神を共有する、高い志を耕す土台ではないかと感じて
いる。自分にできることが、ひとつずつ、増やしていけるこ
ともワイズ活動の醍醐味ではないだろうか。これからも、
テーマはいつも、「小さく生んで大きく育てる」

新年度に向けて～所信表明

会長  藤田 小夜子

　前年に引き続き会長をお引き受けさせて戴きました藤田
です。よろしくお願い致します。先ずは前執行部の皆様、40
周年実行委員会の皆様、本当にお疲れ様でした。感謝・感謝
に尽きます。
　さて、今期は周年事業を終えて、新たにスタートを切る年
です。会長主題を「先ずは参加！そして継続～更なる躍進」
とさせて頂きました。継続事業を途切れさせないためには
メンバーの参加が不可欠です。そこで、今期は仲間を一人1
名誘って頂きたい。仲間が増えるという事は「新しい風を起
こす」そして参加してこそ「ワイズ活動の楽しさを知る」と
思っているからです。一年間頑張ります。よろしくお願い致
します。

A 副会長　日吉 和代

　今年度はA副会長として、役不足ではありますが、出来る
限り会長を補佐して、より良いクラブ運営に努力したいと
思います。

B 副会長　石川 敏也

　副会長とは本来、各委員会のまとめ役として存在してい
たはずが、年々その役割よりも会長になる前の閑職みたい
な存在になってしまっている。メンバー総数が減ったこと
で委員会そのものが機能しなくなっているのも原因かもし
れない。いま一度、委員会の開催を後押しすることと、A副
会長を会長とすることに尽力したい。

書記　相川 　毅

　もう一年、藤田会長の下書記を務めさせていただきます。
ここ数年流れに沿っているだけが精一杯でした。
　なんとか、この流れに加えて大きな流れを作れるように
クラブの裏方として、誠実に対応していきます。
　また、役員会の運営方法や会則の変更等、積極的に取り組
んでいきたいと思います。

会計　青木 利治

　藤田会長が前期に続き今期も会長に就任していただきま
した。もう、協力するしかないでしょう。いろいろ事情があ
りますので、全部参加はできないと思いますが、できるだけ
協力する意思を示したいと思います。
　後は、ボランティア精神を発揮して、頭を使ってお金がか
からない活動を考えるだけです。

CS・BF 委員長　岡田 美喜子

　CS委員会では、CSの本分である地域社会の求めに応える
奉仕の実践に心がけ、本年も「社会を明るくする運動」「街中
だがしや楽校」「市民すこやかふれあいまつり」に参加する
ほか、東レアローズカップの共催や恵明学園・見晴学園の奉
仕活動など、市民や子どもたちとの触れ合いを通して、活力
あふれる心のこもった活動を全員参加で行いたいと思いま
す。

農園委員長　大村 俊之

　今年度も農園事業を継続し、近隣クラブにも参加を働き
かけ収穫の喜びを共に味わい、野菜購入も呼び掛けます。仕
事上、農作業に協力できなくても販路確保でファンドに貢
献しクラブ運営に寄与するのも重要なＣＳ活動です。夫々
出来ること探しをしましょう！年齢と身体上のハンデがあ
りますがベストを尽くすのでご協力お願いします。

EMC・YMCA 委員長　大村 俊之

　近年、目標達成できなかった理由の追求と反省をしっか
りしながら、まず、全員が勧誘のアクションプランを立て
行動に移す1年にしたい。会員候補に挙げた方々のインビ
テーションを複数回すると共に入会後のドロップがないよ
うする。ＥＭＣ委員会主催のワイズ勉強会を企画し改めて
ワイズについての理解を深め、三島クラブ会員の奮闘をお
願いしたい。



5/19( 土 ) CS 見晴学園奉仕活動～草刈り等

藤田会長・岡田・青木・大村・日吉

6/1( 金 ) ～ 3( 日 ) 21th 東日本区大会 in 沼津

プログラム・ドライバー委員長　渡邉 近子

　プロドラを担当させて頂き、4年目を迎えました。プロド
ラは、いかに例会を楽しく、また会員増員にも重要な役割だ
と思います。
　そして、3年間担当させていただきましたが、毎月の卓話
者の手配、他親睦委員会との連携又は、他クラブの連絡関係
等、本当に大変なことだと実感しております。
　新年度は、青木副委員長と協力しながら満足いただける
例会の内容を考えていきます。メンバーの皆様のご協力も
宜しくお願いします。

IBC・DBC 委員長　鈴木 忠雄

《DBC》　現在京都クラブとDBCを結んでおりますが、今ま
でよりより一層の親睦を深め、お互いのクラブ活性に努力
いたします。今年度は、お互いのクラブ交互訪問等を行い、
DBC活動をより強固にいたします。

《IBC》　今期は新たにIBCを締結する地域、台湾エリアを中
心に検討してみたいと思います。
一年間宜しくお願い致します。

親睦委員長　日吉 和代

　親睦とは読んで字のごとく、親しく睦みあうという意味
があると思います。三島クラブの会員同士、意見交換を密に
し、親睦会を通して意志の統一が出来るよう努力したいと
思います。

会報・広報委員長　石川 敏也

　時代が紙からデジタルへと加速する中、会報・広報の手段
もデジタル化しつつあります。クラブのホームページによ
る情報発信はもとよりフェイスブックなどSNSの活用も活
発化する兆しが見えてきています。いまや全国のほとんど
のメンバーが年齢に関係なくスマホを所持していることを
みても、三島クラブとしてメンバー協力のもと、デジタルの
大きな波を乗り越えていきたいと考えています。

メネット会　大村 知子

　メネットが交流する機会を増やして親しくなることに努
め、ワイズの諸活動応援を目指します。料理教室は相川メ
ネットの協力を得て継続したいと思います。TOF例会の食
事提供をウィメンとの協働により実施します。今期も東日
本区ワイズメネット委員として得られた情報をクラブに伝
えます。
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■07/11（水） 富士・富士宮クラブ＠ホテルグランド富士　（藤田
　会長・青木・光永　3名）
■07/18（水） 下田クラブ＠未定　（石川・相川　2名）
■07/23（月） 熱海クラブ＠KKRホテル熱海　（藤田会長・相川・青
　木・大村・岡田・日吉　6名＋大村M）
■07/25（水） 熱海グローリークラブ＠KKRホテル熱海　（藤田会
　長・青木・石川　3名）
協議事項（藤田会長/相川書記）
■報告：富士山部第一回役員会報告　議案上程した件について
　は、継続審議となりました。
■報告：富士山部第一回評議会（7/29 13:30～　ニューウェルサ
　ンピア沼津）　出席予定者　藤田会長・相川書記・青木会計　3
　名
■報告：初例会のメンバー交通手段の検討　各自調整願います。
■議題：富士山部会において故小野ワイズの40年ホームクラブ皆
　出席の表彰を富士山部にお願いしたい。▶会長より、富士山部
　へ依頼し結果については、富士山部に一任
■議題：周年事業費用対策の検討について　スマイルの変遷から
　見て、今後何かしら積み立て方法の検討が必要と思われる。ご
　意見を伺いたい。ex. 年度末の繰越金から50%を記念事業積立に
　振替て積み立てる等▶目的と、本当に必要かも含めて検討す
　る。スマイルの利用目的・方法も同時に検討する。
会計（青木会計）
■報告：会費集金について（口座情報等）　三島信用金庫　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：街中だがしや楽校（7/13申し込み）・8/26（日）開催▶ペッ
　トボトルを使った風鈴等検討
農園委員会（大村委員長）
■報告：7月スケジュール　人参対応（7月末頃）　農園事業の委員
　長方針を7月ブリテンに掲載するので、必ず目を通してくださ
　い。
EMC・YMCA委員会（大村委員長）
■報告：6月例会に候補者2名（岩田様・佐野様）をインビテーショ
　ン（藤田会長）松韻の大隅様を勧誘（社長推薦）　7月入会候補者
　の合同例会へのインビテーションに協力ください。（大隅様・岩
　田守央様・前回参加の岩田様・佐野様に声がけ）
IBC・DBC委員会（鈴木委員長）
■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月プログラム検討▶承認
親睦委員会（日吉委員長）
■報告：誕生日・結婚記念日はありません。
■議題：納涼例会について▶8/11（土）10:30頃～東山荘にてバー
　ベキュー開催にて計画中。（相川・岡田　参加不可です）
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：青木・農園作業ジャガ
　イモ収穫：光永・社明街頭宣伝：長澤（来月へ）・新年度挨拶（藤田
　会長・日吉副会長・石川副会長・相川書記・青木会計・岡田CSBF・
　大村農園・大村EMCYMCA・渡邉プロドラ・鈴木DBC・日吉親睦・
　石川会報広報・大村メネット
メネット委員会（大村委員長）
■報告：【6月活動報告】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回東日本区大会参加（大村
　M）・06/06 第4回東日本区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）参加（大村M）・
　06/19 三島ワイズ例会出席（大村M）【7月予定】07/06 東日本区
　ワイズメネット委員会　2017年度会計監査＠四谷YMCA・
　07/07 東日本区ワイズメネット第1回委員会＠四谷YMCA　共
　に、大村M参加予定
40周年実行委員会（岡田委員長）
■報告：記念誌の状況報告　伊東初例会7/9（月）に配布予定

2018年7月 第1回 役員会議事録

日　　時：2018年7月2日（月）18:00～21:00
場　　所：旬彩 永塚 三島市本町3-21
出席数：10名中9名（藤田会長/日吉A副会長・親睦/石川B副
会長・会報広報/相川書記/長澤副書記/青木会計/渡邉副会
計・プロドラ/岡田CS・BF/大村EMC・YMCA）＋光永　計10
名
活動報告
■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 2名　前夜祭・ゴルフコンペ表彰式　長澤・光
　永　2名
■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・大村メネット　会場設営補助他・大会・親睦会他
■06/05（火） 第12回役員会（新旧合同）@大村邸　メンバー11名・
　大村メネット
■06/09（土）-10（日） 第21回西日本区大会　藤田会長・青木・光永　
　メンバー3名・大村メネット
■06/10（日） DBC：京都クラブ親睦会　藤田会長・青木・石川　メ
　ンバー3名・京都10名
■06/13（水） 農園事業：ジャガイモ試し掘り　藤田会長　メン
　バー1名
■06/14（木） だがしや楽校運営協議会（第4回）　19:00- 市民活
　動センター　岡田1名
■06/17（日） 農園事業：ジャガイモ収穫　藤田会長・鈴木・青木・
　大村・渡邉　メンバー5名・大村メネット　（売上　2,300円）
■06/19（火） 三島クラブ6月例会・懇親会＠松韻　藤田会長・青
　木・石川・大村・岡田・長澤・光永・渡邉　メンバー8名　大村メ
　ネット・岩田様（インビテーション）・佐野様（インビテーショ
　ン）　スマイル　11,500円　出席率　73％　修正出席率　
　100%
■06/23（土） 農園事業・ファンド事業：御殿場クラブ　ジャガイ
　モファンド　藤田会長・御殿場クラブ3名（売上 8,000円）
■06/23（火） 第一回富士山部役員会＠熱海YMCAセンター　藤
　田会長　1名
■06/27（水） 農園事業・DBC事業：京都クラブへジャガイモ寄贈　
　藤田会長・青木　2名
■06/30（土） 農園事業　ジャガイモ収穫　藤田会長・鈴木・光
　永・長澤・青木　5名＋大村M　（売上　10,200円）　※6月全売
　上　20,500円
活動予定
■07/01（日） CS事業：恵明学園七夕まつり手伝い　藤田会長・岡
　田・青木　3名
■07/02（月） CS事業：社会を明るくする運動　街頭宣伝　藤田会
　長・岡田委員長・相川・青木・石川・大村・日吉・渡邉・光永　9名
■07/02（月） 201807-201906年度　第一回役員会・親睦会＠永
　塚　藤田会長・相川・青木・石川・岡田・大村・長澤・日吉・渡邉・光
　永　10名
■07/07（土） CS事業：社会を明るくする運動　表彰式　藤田会
　長・岡田委員長
■07/10（火） CS事業：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） 沼津・三島・御殿場　3クラブ合同初例会＠ニュー
　ウェルサンピア沼津
■07/24（火） だがしや楽校運営協議会（第5回）＠市民活動セン
　ター　岡田　1名
■07/29（日） 富士山部第1回評議会＠ニューウェルサンピア沼津　
　13:30～15:00　登録料1,000円　藤田会長・相川・青木　3名出
　席

《初例会出席状況》
■07/09（月） 伊東クラブ＠暖香園ボウル　（藤田会長・青木・石
　川　3名）
■07/10（火） 沼津・三島・御殿場合同例会＠ニューウェルサンピ
　ア沼津　（藤田会長・青木・石川・鈴木・大村・日吉・光永・渡邉・長
　澤9名＋大村M）

在籍者 11名 メネット 1名 スマイル累計 182,982円
出席者 8名 ゲスト 2名 プルタブ 0g
出席率 73％ ビジター 0名 プルタブ累計 3,459g
メーキャップ 3名 総出席数 11名 古切手 0g
修正出席率 100％ スマイル 11,500円 古切手累計 866g

三島ワイズメンズクラブ　2018年7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。


