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会　長 藤田 小夜子

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）

　今回の3クラブ合同キックオフ例会では、沼津クラブ泉
会長、御殿場クラブ若林会長、そして我が、三島クラブ藤田
会長によって力強いメッセージをいただきました。加えて、
沼津クラブの渡邉実帆富士山部長との連携も確認されまし
た。富士山部からは、多くのビジターが参加され、活気のあ
る2018-19年度藤田会長期の船出となりました。
　これからの活動が、「先ずは参加！そして継続～更なる躍
進」へ一歩ずつ、歩んでいく第一歩になった印象を持ちまし
た。楽しみな1年です。

8月
No.491
2018

「必要なことはただ１つだけである。」 ルカによる福音書10章42節
笑顔は「平和」の印の１つです。そしてそれらの笑顔は力や武器などの脅かしなどによって作りだせるでしょうか。喜びや信頼を作りだすために必要
なことは「平和」であるとイエス様はおっしゃっています。「平和」の貴さを知ることが出来る8月となりますように。

強　調： CS

7 月 三クラブ合同初例会報告

親睦副委員長　光永 尚生

　藤田会長期2期目のスタートとなりました。
　昨年は、第41代会長として、設立40周年の大事業を見事
なかじ取りで前進していただきました。藤田丸は、小ぶりで
はありますが、きりりっとした印象を持っていただいてい
るようです。クラブ員は、活発に意見を出し合い、EMC、CS
などに、三島クラブの特長を出していけるように鋭意、工夫
していく所存です。

受 付：長澤武則・青木利治Y's／司 会：光永尚生Y's

8月納涼例会 ： 2018年8月11日（土） 10:30～14:30  会場：YMCA東山荘

Happy Birthday  >>>>
Happy Anniversary >>

【10:30～11:30】
◆東山荘散策・親睦

【12:00～14:30】
◆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
◆食前の感謝・乾杯
◆会食・懇親会

◆スマイル・出席率報告
◆閉会の言葉
◆閉会点鐘

案内役 光永 尚生Y's

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
日吉 和代Y's

ワイズタイム！
みんなで楽しく語ろう！

親睦・プロドラ委員会
青木 利治Y's

会長 藤田 小夜子Y's

該当者なし

該当者なし

御殿場市東山1052
電話0550-83-1133



他クラブ初例会に参加して

会長  藤田 小夜子

　 「恵明学園七夕まつり」のお手伝い、「社会を明るくする
運動月間」での街頭宣伝、ポスター表彰式、スポーツ交流大
会への出席等々から始まった7月。今年度も恒例の富士山
部のクラブ初例会への楽しみの訪問が始まりました。
　7月9日、伊東クラブ新会長山田光彦ワイズの神輿からの
登場は、今期一番乗りの初例会らしく晴れ晴れとした顔が
印象的でした。伊東クラブらしい活気のある初例会がさす
がでした。明けて7月10日は沼津・御殿場・三島の合同初例
会。ホスト沼津クラブ泉会長の下、3クラブ会長の点鐘で始
まった初例会は沼津、三島、御殿場の会長挨拶が終わったと
ころで、沼津クラブ輩出の渡辺実帆富士山部長の公式訪問
による挨拶を頂く。その後長谷川ワイズの食膳の感謝が有
り、各クラブ会長の夫々特徴のある挨拶を受け、スマイルの
終わったところで石井真人氏の卓話「志し続く」へと進む。
(石井氏は以前三島クラブでも卓話をして頂いた三島在住
の方)その後3クラブ会長点鐘まで滞りなく閉会となり参加
の皆さんをお送りしてホッとする。
　明けて7月11日、富士・富士宮クラブ合同初例会は光永、
青木と私の3名で会場に着くと、熱海クラブのメンバーと
一緒になった。ホストは富士クラブで富士宮クラブ輩出の
富士山部ユース事業主査肝いりの富士宮高校会議所から日
本高校会議所の設立まで頑張った高校生の会頭と富士宮高
校会議所事務局の二人のプロジェクターによる進捗報告と
8月4日に実施する第一回総会と次期会頭総選挙について
の説明が有り、高校生の若いエネルギーと富士宮クラブの
サポート力に感心する。忘れてはいけないのが富士クラブ
の樫村ワイズ、奥様の弘子ワイズを亡くされてからお目に
かかることが無かったので、開会の挨拶をされた時には何
とも言えない心持になりました。
　7月18日は下田クラブ初例会に石川副会長、相川書記が
出席された。遠いところ有難うございました。
　7月23日、熱海クラブ初例会にメンバー6名と大村メネッ
トで7名。
流石、富士山部トップクラブ直前理事輩出のクラブには宮
内東日本区理事を初めとするキャビネットを迎え総勢96
名の賑やかな初例会でした。来賓、ゲストの挨拶が夫々に延
びて閉会は9時近くでした。54代梅田会長の今期に向けて
の決意しっかりと伝わりました。メンバーが大勢で活力充
分、何でもできる、威厳のある親クラブ。矢張り襟を正して
お祝いの挨拶をさせて貰うも緊張感半端でない？が、楽し
く日本区のキャビネットの方とも話をさせて頂きました。
　一日置いて7月25日、熱海グローリークラブ初例会。石
川、青木、私の3名の出席。今期の初例会最後のクラブ。勝又
会長の続投3年目。グローリークラブに参加するにあたっ
て何時も感じることは、案内状から始まりテーブルの座席
表、プログラムその他の達筆な毛筆捌きにどんな時でも癒
されて持ち帰らせていただいています。勝又会長の挨拶の
中でクラブの高齢化の話にはよそ事では無い危機感を覚
えます。どこのクラブでも、どの団体でも、一般的に言える
ことで、家族を養って行かなければならない世代のボラン
ティアに掛けられる時間の難しさかと考えさせられます。
ですが、グローリークラブのメンバーの底力は経験と、やる
気、根気、知恵袋、ワイズ魂は誰にも負けていません。熱海で
の双璧として頑張って下さることに期待をしています。参
加した富士山部のメンバー皆、最後の初例会という事で和
気あいあいとした雰囲気の中にもワイズの本分であるボラ

ンティア精神を忘れることなく、勝又会長の過日の西日本
の集中豪雨災害への支援金の呼びかけに一言づつ申し添え
てのスマイル献金を快くしていたのは流石ワイズメンでし
た。グローリークラブから西日本の被災された方たちに心
が届くことでしょう。
　最後に他クラブ訪問はやっぱり楽しく勉強になります。

七夕祭りに今年も参加しました。

会計　青木 利治

　 7月１日（日）恵明学園の七夕祭りに三島クラブから藤田
会長・岡田CS委員長・青木と3名が参加しました。三島クラ
ブは「じゃがバター」担当であります。他のボランティアの
みな様にも助けられ無事200個以上の「じゃがバター」を完
売しました。藤田会長はジャガイモを温める担当として汗
を流し、岡田さんは市議会議員として挨拶をした後、「じゃ
がバター」を子どもたちに声をかけて配るました。私はジャ
ガイモにバター（マーガリン）をぬる係で、３人が分担して、
それぞれ頑張ってやりました。食事もできないくらい忙し
かったです。
　なによりも、恵明の子どもたちと知り合い、子どもたちが
人懐っこく来てくれることは嬉しく思います。また、いろい
ろなボランティアの方々と交流ができ楽しいひと時を過ご
すことができました。

第 68 回 社会を明るくする運動

会長  藤田 小夜子

　 今年も7月1日(日)から始まった、「社会を明るくする運
動」月間。
　7/2(月)、例年通り5時に市役所に集合して、街頭宣伝出発
式を終え、参加団体が割り振られた市内4地区に分かれて
ビラ配りの啓蒙活動を行った。参加者・相川、青木、大村、日
吉、藤田の5名。
　7/7(土)1時半～、社協4階にて市内の小・中学生のポス
ター表彰に出席した。静岡保護観察所長を筆頭に豊岡市長
と挨拶が有り鈴木市議会議長、西島教育長と授賞者15名の
紹介が有りました。表彰の前に、泉ライオンズクラブと我が
三島ワイズクラブからのご祝儀の報告とお礼の言葉を頂い



た。ポスターの総応募数1070名で特選・小学生14名、中学
生1名、入選・小学生20名、中学生2名、佳作・小学生40名、中
学生4名でした。その中に40周年記念例会絵画コンクール
に入賞した小学生が三島美術協会長賞(特選)を受賞したの
を知ったときは、うれしかった。15名の授賞者と受賞者の
ポスターを挟んでの記念撮影は子どもたちの良い思い出に
なる事でしょう。
　7/10(火)8時～、長伏グラウンドにて「ふれあいスポーツ
交流大会」昨年に引き続き開会式から出席する。今年は三島
市長、函南町長を迎えての開会式。静岡保護観察所長代理
の挨拶、両首長の挨拶、実行委員長の三島地区保護司会長野
挨拶と続き,来賓の紹介で今日もライオンズクラブと我が
三島クラブにご祝儀のお礼の言葉をいただいた。「静岡ダル
ク」の入所者と保護司さんを中心とするチームで、2試合を
した。昨年の引き分けと違い、今年は「静岡ダルク」には2試
合とも大差で負けた。聞いたところによれば昨年以上の練
習量だったとか。選手も応援もとても楽しんでもらえた交
流会で、熱中症の心配も、ケガもなくスポーツを通して良い
汗を流した大会でした。

富士山部第 1 回評議会報告

会計　青木 利治

　 沼津クラブがホストした富士山部第1回評議会に藤田
会長と会計の青木が出席しました。会場はニューウェルサ
ンピア沼津にて7月29日（日）13時30分より開催されまし
た。藤田会長は三島クラブの事業計画を報告し、会員の増強
に力を入れると発表しました。三島クラブから提案したメ
ネット委員長の専任については部則の変更があるため継続
審議となり、富士山部より部則の変更の提案を次回評議会
に提出することとなりました。また、ユース事業に対する事
業に、新たに助成金として最高5万円までを出すとの発表
がありました。以上、簡単ですが報告します。

大村俊之ワイズの農園作業だより No.1

　8月5日（日）、人参の種まきをしました。天候に恵まれ
たとはいえ熱中症を予防しながら6人で作業をしました

（7:30～8:45）。藤田、青木、鈴木、長澤、大村、大村メネッ
ト。宮澤先生は7時前からたい肥や農機具の準備完了で
メンバーの到着を待っていてくださいました。いつもな
がら感謝です！！
　次回は9月早々に人参の間引きと草取り、大根の種ま
きの予定。広い面積へのたい肥の施肥はじめ多くの作業
なので出来るだけ大勢の参加が必要との宮澤先生のお話
でした。天候との相談でもあるが、心づもりをお願いしま
す。9月末には冬野菜の植え付けも予定していますので
よろしく。

第1回 熱海YMCAを支える富士山部の働き
　富士山部には、9クラブがありますが、富士山部の
クラブ員は全員が熱海YMCA会員となる仕組みがあり
ます。その仕組みは大切なものだと思います。そのう
えで、9クラブが、それぞれの地域性、クラブ員の専
門性、関係性、そして人間性を前面に出した地域奉仕
活動を行っています。とりわけ、社会に奉仕する団体
として、地域へ出ていくこと地域とともに行うこと、
地域からの要望を受け入れて活動につなげることな
ど、富士山部9クラブは、よい意味で、いつも「切磋
琢磨してきた歴史と伝統」は他の部にも垂涎の的であ
るかもしれません。つまり、ワイズメンズクラブ活動
そのものがYMCA活動となり、パートナーシップがイ
コールパートナーシップとなっている好事例ではない
でしょうか。 東日本区担当主事・西日本区連絡主事

　光永　尚生（みつなが ひさお）
2009年から東京ひがしクラブに入会し、その後一時、九州に帰郷。
2016年から三島クラブに入会。現在、ワイズメンズクラブ東西両区の担
当主事、連絡主事を兼務している。好きな言葉は、「架け橋」

クマちゃん先生のYMCA教室

「ワイズとYMCAの協働って
　　　　何ができるのかな」No.1
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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）

■議題：会費納入状況▶鈴木忠雄さんのみ未入金。他は完了。
CS・BF委員会（岡田委員長）
■議題：街中だがしや楽校のワークショップについて・ワークショップ内
容　（ペットボトル風鈴　・ 新聞紙スリッパづくり）【課題】・ペットボトル
収集と加工に手間がかかるので紙コップでも良いか？・紙コップ・短冊作
り・鈴に費用がかかる（13mm100個1,780円・16mm100個2,600円程度）・
新聞紙折り紙　すりっぱづくり（防災グッズにもなります）・両方やるか、
どちらか一方にするか検討・机２ケ、椅子３脚主催者側から借りられるが
不足分をどうするか（前年のように返却時のトラブルがないように対応し
たい）【参加予定者】別添資料にて参加者確認中【運営協議会よりお願い】前
日準備・当日準備への参加要請あり（会場準備）▶ワークショップは新聞紙
スリッパづくりとする。各自新聞紙を集めて、ぷちぷちがある人は持って
きてください。追加の机（5）・椅子（10）及び掲示用プラダンは東山荘から
借りる（光永）、ポスターカラー・はさみ・ガムテープ・ビニルシート他備品

（青木）、多くのメンバーの参加を要望■議題：東レアローズカップ大会小
学生バレーボール大会　協賛実施について【課題】・参加者が少ないので
ジュースの提供を実施するか、協賛金と会長の挨拶のみにするか。【参加
予定者】別添資料にて確認中▶現状7名の参加予定有り。例年通りジュー
ス提供を実施。岡田委員長・藤田会長・日吉・長澤・石川・大村・渡邉（11時ま
で）■議題：市民すこやかふれあいまつり＠三島市民体育館　出店内容に
ついて▶農園野菜の販売。その他は継続検討。
農園委員会（大村委員長）
■報告：07/22（日）　大村委員長・藤田会長で宮澤様にご挨拶に伺いまし
た。■議題：農園作業▶6・05（日）　農園作業（済）　人参種まき・年間作業
計画の策定・草取り　収穫作業と共に農園ファンド活動への協力をお願い
いたします。■議題：種まき・冬野菜苗の植え付け準備の草取り作業日につ
いて（放肥・人参間引き・草取り・大根種まき・キャベツ苗植等▶9/1（土）13
時から。9月下旬に苗植作業も実施。多くの協力者が必要な作業のため、実
施日を調整。外部の手伝いも検討。
EMC・YMCA委員会（大村委員長）
■報告：7月合同例会に候補者をインビテーション　岩田守央様（藤田）引
き続き入会候補者のインビテーションを行う。8月納涼例会は、岩田様・大
隅様を予定■議題：インビテーションした方々を入会に誘うための協力と
事前レクチャー担当について▶インビテーションに来たゲストに対して
全メンバーが自己紹介を行う。インビテーション時はゲストと対応者（メ
ンバー）を確定し、隣席にて対応。■議題：9月以降のインビテーション候
補者について▶現状候補者なし。皆様の協力を。
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：8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▶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
会報・広報委員会（石川委員長）
■議題：ブリテン原稿依頼の件▶会長：他クラブ初例会・社明運動/青木：恵
明学園七夕祭り・部評議会報告/大村：農園だより/光永：連載記事・7月例会
報告　ゲストも含め会報は35部印刷する。
メネット委員会（大村委員長）
■報告：【6月活動報告】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 大村M・07/07 東日本区ワイズメネット第一回
委員会＠四谷YMCA 大村M・07/10 三島クラブ合同初例会出席　大村M
07/23 熱海クラブ初例会出席　大村M【8月スケジュール】納涼例会にメ
ネットの参加を誘う（メンの協力を要請）納涼例会参加予定者　大村M・長
澤M【9月以降のスケジュール】09/07 第二回東日本区ワイズメネット委
員会@四谷YMCA・10/06 第22回ワイズメネットのつどい＠郡山■議題：
納涼例会参加メネットの会費補助について▶500円／人（大村M・長澤M）
40周年実行委員会（岡田委員長）
■報告：7月26日（木）相川ワイズ事務所にて開催　ポロシャツ最終決定

（8/26に間に合うように）8/25制作上がりか？だがしや楽校ワークショッ
プ時にメンバーに配布。会計報告はポロシャツが出来上がってから再度委
員会を実施し最終決算を。

2018年8月 第2回 役員会議事録

日　　時：2018年8月7日（火）19:00～21:30
場　　所：大村 俊之Y's邸
出席数：10名中8名（藤田会長〇/日吉A副会長・親睦〇/石川
B副会長・会報広報〇/相川書記〇/長澤副書記〇/青木会計
〇/岡田CS・BF●/大村農園・EMC・YMCA〇/渡邉プロドラ〇
/鈴木IBC・DBC●）＋光永・大村メネット　計10名
活動報告
■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　ポスター表彰式　藤田会長■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　メンバー9名・メネット1名・インビテーション　岩田守央様（藤田）1
名　（欠席　相川（下田）・岡田（熱海）メーキャップ済み））　出席率82% 修
正出席率100%　スマイル20,000円（今期計20,000円）■07/19（木） 40周
年記念誌配布（小中学校）　藤田会長・岡田実行委員長2名■07/20（金） 40
周年記念誌配布（小中学校）　藤田会長・岡田実行委員長2名■07/22（日） 
農園事業　宮澤様夏のご挨拶（お中元）　藤田会長・大村委員長■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■
07/26（木） 40周年実行委員会　岡田実行委員長・藤田会長・石川・青木・日
吉・渡邉・相川7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・青木2名出席（相
川・石川委任状）■07/30（月） 40周年記念誌配布　藤田会長・岡田実行委
員長■07/31（火） 40周年記念誌配布　藤田会長
＜富士山部初例会訪問＞
■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）■
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＠下田セントラルホテル　（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）
活動予定
■08/01（水） 40周年記念誌配布　藤田会長・岡田実行委員長2名　（済）■
08/01（水） CS事業：市民すこやかふれあいまつり実行委員会　＠社会福
祉会館　岡田1名　（済）■08/05（日） 農園事業：人参種まき　藤田会長・
大村委員長・青木・鈴木・長澤5名　大村M・宮澤様　計7名　（済）■08/07

（火） 第二回役員会■08/09（木） CS事業：街中だがしや楽校全体会　市民
活動センター　岡田■08/09（木） 御殿場クラブ例会　藤田会長■08/11

（土） 三島クラブ8月例会（納涼例会）＠東山荘　インビテーション2名（岩
田様・大隅様）予定　（欠席者　相川（熱海初例会）・岡田・渡邉）■08/25

（土） CS事業：街中だがしや楽校　準備（詳細は委員会報告）■08/26（日） 
CS事業：街中だがしや楽校　準備及びイベント・懇親会（詳細は委員会報
告）■9月1日（土）13:00～　農園作業■09/04（火） 第三回役員会＠大村俊
之様邸■09/08（土） CS事業：東レアローズカップ（詳細は委員会報告）■
09/08（土） 東山荘奉仕活動　（三島クラブはアローズカップと重なるた
め欠席）
協議事項（藤田会長/相川書記）
■報告：富士山部第一回評議会報告（藤田会長・青木会計）①ユース事業に
助成金が出ることになった。②メネット連絡員の件は、継続審議となり
ました。■議題：入会者紹介（岩田様・大隅様）　藤田会長▶①岩田守央様　
1978.02.06 40歳　三島市徳倉1-21-7 9月入会予定②大隅京子様　10.25 
三島市大場396-5　10月入会予定■議題：東日本区事業主任他へのCS活
動の広報について▶東日本区大久保主任より案内あり。三島クラブとして
は、農園事業をアピール■議題：西日本豪雨災害支援金について▶8-10月
例会・イベント等にて募金を募る。だがしや楽校でも募金活動をしてよい
か、委員長に確認する。■報告：次次期理事　東京武蔵野多摩クラブ　板村
哲也様に決定
会計（青木会計）

在籍者 11名 メネット 1名 スマイル累計 20,000円
出席者 9名 ゲスト 1名 プルタブ 0g
出席率 82％ ビジター 0名 プルタブ累計 0g
メーキャップ 2名 総出席数 12名 古切手 0g
修正出席率 100％ スマイル 20,000円 古切手累計 0g

三島ワイズメンズクラブ　2018年8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。


