
日時　2019（令和元）年10月1日（火） 
場所　大村　俊之様邸　三島市大宮町 2-13-6 
出席者　石川会長・渡邉A副会長・日吉B副会長・相川書記・
岩田CS委員長・藤田農園・青木絵画　義務者計7名　大村
YMCA連・大村M　計9名 
欠席　岡田EMC・長澤親睦DBC 
＜活動報告＞ 
■09/03(火) 第四回役員会　メンバー8名・メネット1名 
■09/04(水) CS:東レアローズカップ打ち合わせ＠東レ体育館　
岩田委員長・岡田 
■09/04(水) アジア・太平洋YMCA大会（02-06@東山荘）柿
田川見学　青木・藤田・光永　3名 
■09/05(木) 熱海YMCA理事運営委員会 18:00～・ 
熱海YMCA懇親会　18:30～20:00　青木・大村・鈴木　3名 
■09/10(火) 絵画:作品収集　青木委員長・藤田　2名 
■09/12(木) 農園:白菜の植え付け・大根の種蒔き　藤田委員
長・渡邉　2名 
■09/12(木) 御殿場クラブバーベキュー例会　青木・藤田・
福田・光永　4名 
■09/14(土) CS:東レアローズカップバレーボール大会飲み物
提供　石川会長・岩田委員長・青木・岡田・大村・日吉・藤
田・福田・渡邉　9名 
■09/14(土) 絵画:コンクール打ち合わせ　青木委員長・石川・
藤田　3名 
■09/16(月) 農園:キャベツとブロッコリーの根本補強、人参
の草取りと間引き、大根の疎抜き、追肥作業　藤田委員長・
青木・岩田・大村・日吉・福田・渡邉　7名・御殿場クラブ2
名 
■09/17(火) 三島クラブ例会＠松韻 
出席者　メンバー11名（欠席：大村・長澤）出席率85% メー
キャップ　大村1名 修正出席率92%、ゲスト卓話者　てんと
うむし文庫　段千恵子様　1名　SMILE 11,000円・古切手
100g（藤田） 
■09/22(日) 絵画:絵画審査10:00～　石川会長・青木委員長・
岩田・日吉・藤田・渡邉6名 
■09/26(木) 絵画:絵画コンクール入選作品の表彰式への案内
配り（小学校）・受賞者への依頼　青木委員長・藤田　2名 
■09/27(金) 絵画:コンクールの受賞者への依頼　藤田　1名 
■09/27(金) 農園:見廻り　藤田委員長　1名 
■09/29(日) 富士山部部大会及び下田クラブ40周年記念例会
＠ホテル伊豆急　下田40th祝儀(10,000円)　石川会長・大村・
日吉・藤田・光永・大村M　メンバー5名・メネット1名 
＜今後のスケジュール＞ 
■10/01(火) 第4回役員会 
■10/05(土) 農園:第二回大根の疎抜き予定（雨天時6日） 
■10/09(水) 東日本区会員増強委員会＠四谷YMCAセン
ター　青木富士山部会員増強事業主査 
■10/09(水) CS:すこやかふれあいまつり　第二回実行委員会　
岡田 
■10/15(火) 三島クラブ例会 
■10/18(金) CS:すこやかふれあいまつり　団体説明会　岩田
委員長 
■10/20(日) CS:みはらしフェスティバル　10:20-14:30 
■10/26(土) 絵画:絵画コンクール表彰式　10:00～　午前中
準備・午後表彰式 
■11/02(土) 絵画:絵の展示作業＠みしま未来研究所　10:00- 
■11/10(日) CS:市民すこやかふれあいまつり     

＜協議事項・報告事項＞ 
■富士山部部大会・下田40周年記念例会報告 
■フェイスブック対応は済み 
■会計:立替金がある場合は速やかに会計までご報告くだ

さい。 
■YMCA連絡員より 
・09/05（木）理事運営委員会・バーベキュー懇親会(24名　
三島クラブからは青木・大村・鈴木）＠熱海YMCAセンター 
・理事運営委員会にて 
　　・夏期事業の報告 
　　・スピーチコンテスト　11/30(土) 9/15に参加申込書を 
　　　各学校へ送付 
■CS委員会 
・東レアローズカップ　220人へ飲み物の提供を行いまし
た。次年度以降は、2カ所が基本となります。 
・みはらしフェスティバル＠見晴学園敷地内　祝儀10,000円 
　9:30集合　14:00まで 
　内容は利用者発表・軽音楽・ダンス・作品展示販売・絵画
コンクール他　石川会長・藤田・日吉・福田 
・市民すこやかふれあいまつり　例年通り輪投げ・野菜販売
を行います。輪投げ手配(済)は、岩田委員長。農園の状況把握
の必要もあり、十勝ファンドのじゃがいも（10箱）・たまね
ぎ（5箱）・大根・キャベツ 
じゃがいも、たまねぎは岩田委員長宅にて袋詰め等行い、軽
トラックへ。大根・キャベツは当日朝収穫の上会場へ運びま
す。トラックは相川用意。 
■農園委員会：9日見廻り　12日白菜の植え付けと大根の種
蒔き　16日キャベツとブロッコリのへモト補強・追肥作業、
人参の草取りと間引き・大根の疎抜き　27日農園見廻り 
10/05(土) 第二回大根疎抜き・草取りを予定しています。雨
天の場合は6日（日）　時間は8:30～ 
■DBC・親睦委員会 
・DBCは2月予定 
・10月は懇親会予定です。20:45-21:45に参加が可能な方は
ご参加ください。詳細は当日発表します。 
・誕生日　日吉(9)・渡邉(20)・光永(25) 
・結婚記念日　福田夫妻(10)・相川夫妻(21)・長澤夫妻(22) 
■プログラムドライバー委員会 
例会プログラム検討→承認 
■会報広報委員会 
・例会報告（藤田）、絵画審査（青木）、東レアローズ（石
川）、入会挨拶（福田）、富士山部部大会&下田40th（光
永）、YMCA運営委員会・親睦会（大村）、農園（藤田） 
■メネット委員会 
・29日（日）富士山部部大会・下田クラブ40周年例会参加　
大村メネット 
・アジア太平洋地域大会　平和七夕のお礼状と報告が加藤真
子メネット実行委員長から三島クラブ宛に届きました。 
・10月予定　10月例会(大村M出席）、30日　第二回東日本
区ワイズメネット委員会＠日本YMCA同盟（大村M出席） 
・「ワイズメネットのつどい」のお知らせと発信 
（発信は大村Mより、取りまとめは書記担当） 
■絵画コンクール委員会 
・実施要項通り行います、役割分担他確認 
・プログラム
検討 

直前会長・農園委員長　藤田小夜子 
一か月あいだが空いただけなのにホーム会場の「松韻」で

の例会が久しぶりに感じた。出席者は卓話者を入れて12名。 

青木ワイズの司会で始まり石川会長の点鐘、岡田ワイズの

開会あいさつと出席者全員のワイズソングと信条の唱和。 

次いで石川会長のあいさつ。矢張り先輩の挨拶は心に沁み

る。 

今回は二年ぶりの「感謝盾贈呈式」が有り、先ずは40周年

記念事業の実行委員長岡田ワイズに前会長の私から感謝の盾

を。41・４２代の会長へと石川会長から私に素敵な盾を贈呈

して下さった。と

ても光栄でした。

両者が戴いた盾は

メンバーの多大な

る協力が有って頂

けたものと感謝し

てます。 

その後会は順調に

進み、会食を経て、

てんとう虫文庫代表

の段　千恵子様の

「大人だって絵本は

楽しい～絵本との出

会い」　絵本を楽し

む会「てんとう虫」

として数人の親子で

集まり、絵本の読み

聞かせ・わらべ歌等

で1993年から始まっ

た会が、2019年の間に数々の受賞をされている。そんな代表

が大人のワイズに向けて絵本で語り掛けて下さいました。 

作者独特の語り口と色彩の素晴らしさに改めて感動させら

れたのは私だけでは無かったでしょう。自分の幼いころには

こんな良いものに巡り合えずに来てしまったことを思う。 

余韻を残して各委員会報告、相川ワイズの閉会挨拶石川会

長の点鐘で9月例会は閉会となりました。お疲れ様でした。 
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例会日：毎月第三火曜日　18:30-20:30 三島ワイズメンズクラブ　CHARTERED OCTOBER 7.1977 
例会場：松韻　静岡県三島市中田町1-16 TEL.055-973-2678 http://www.showin.jp/

主題： 
国際会長「よりよい明日のために今日を築く」JenniferJones 
アジア・太平洋地域会長　「アクション」　   田中博之 

東日本区理事　  「勇気ある変革、愛ある行動!!」山田敏明 
富士山部長　     「共に歩もう、素晴らしきワイズ」長田俊児 
三島クラブ会長　「ワイズたるを知る」             石川敏也

今月の言葉：神はわたしたちの避けどころ、わたしたちの砦。苦難のとき、必ずそこにいまして助けてくださる。詩編46章2節 
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令和元年10月　三島クラブ例会　プログラム

■日　時：2019年10月15日（火）18:30～ 
■場　所：松韻　三島市中田町1-16 
■受　付：鈴木　忠雄Y’s 
■司　会：相川　　毅Y’s 
■開会点鐘：石川　敏也会長 
■開会挨拶：日吉　和代Y’s 
■ワイズソング斉唱：出席者一同 
■ワイズの信条：相川　　毅Y’s 
■会長挨拶：石川　敏也会長 
■ゲスト・ビジター紹介：石川　敏也会長 
■誕生日・結婚記念日祝：親睦委員会 
■食前の感謝：長澤　武則Y’s 
■会食 

★親睦会は来月に延期します！ 

■卓話：「フレイル予防について」 
　　　　三島市健康づくり課主任保健師　藤原　あい様 
■委員会報告・書記報告 
■スマイル・出席率報告：プログラムドライバー委員会 
■閉会挨拶：岩田　守央Y’s 
■閉会点鐘：石川　敏也会長 

9月例会報告

2019年10月　第4回役員会議事録

在籍者 13名 メネット 0名 スマイル累計 56,802円

出席者 11名 ゲスト 1名 プルタブ 0g

出席率 85% ビジター 0名 プルタブ累計 0g

メーキャップ 1名 総出席者数 12名 古切手 100g

修正出席率 92% スマイル 11,000円 古切手累計 100g
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農園委員長　藤田小夜子 

9月9日（月）台風一過の農園見回り 
9月12日（水）7時30分に宮沢先生から白菜の苗が届いたので8時

から１人か2人出てもらいたいとの連絡が入った。急遽、渡邉ワイズ
にお願いをして宮沢先生と奥様の4人で白菜を植えることができ、先
生は大根の2回目の種をまいて下さった。　 
9月16日（月）8時～　参加者　青木、岩田、大村、日吉、福田、

渡邉、藤田　7名　御殿場クラブ　杉山、前原　2名が宮沢先生の指
導の下、先日の台風で揉まれたキャベツとブロッコリの根本の土寄
せ、追肥、休憩を挿んで、人参の草取りと間引き。この間引きは例年
と違って、生えた全体量が少なく、おっかなびっくりの間引き状態で
した。 
最後に今日の楽しみの大根の疎抜きをしてもらいました。 
疎抜きとしては早いかと心配をしたけれど、柔らかく一番美味し

いと思われる時期だったかな？と思いました。 
沢山の作業をして頂き有難うございました。お疲れ様でした。 

会長　石川 敏也 
9月14日（土）8時30分開会式の「第13回 東レアローズカップ」
にドリンクボランティアとして参加してきました。 
毎年この時期に行われる「東レアローズカップ」は東レアローズ男
子バレーボール部主催により行われる三島市スポーツ少年団と長泉ス
ポーツ少年団の大会です。開催場所は東レ体育館とウェルピア長泉の
2会場です。この2会場に、ドリンクボランティアとしてドリンク

サービスコーナーを設け、予め出
場選手や関係者に配っていただい
たドリンク券で飲み物のサービス
を行っています。 
　三島ワイズメンズクラブとして
の参加は初開催の次くらいから
だったと記憶していますので、す

でに12年くらい続いていることになります。 
ドリンクサービスといっても一人に紙コップ一杯分のジュースや
コーヒー、コカ・コーラなどをサービスするもので、氷なども東レで
提供いただいておりますし、たいしたことができてるとも思いません
が、開会式では三島ワイズメンズクラブ会長からの挨拶の時間もいた
だき、東レアローズ男子バレーボール部の皆さんには本当によくして
いただいております。出場している選手の皆さんや関係者の方々にも
本当に喜んでもらっていて、逆に感謝の気持ちでいっぱいです。 
こんな形でかかわっているバレーボールというスポーツですが、今
回初めてYMCAとの関わりを知り驚いています。というのも、もとも
とバレーボールというスポーツはアメリカのマサチューセッツで
1895年に発祥したものだそうですが、なんとアメリカのYMCA所属
のウィリアム・G・モーガンという方によって考案されたのだそうで
す。翌1896年にモーガンはこの新ゲームをスプリングフィールドで
開催されたYMCA体育指導者会議の際に公開し、各地に点在する
YMCAを通じてアメリカ全土に広まっていったんだそうです。日本に
バレーボールが紹介されたのは1913年で、YMCA体育主事のF・H・
ブラウンという方が尽力されました。ヨーロッパにバレーボールが紹
介されたとされるのが1920年ころといわれていますので、7年ほども
前に日本ではバレーボールが人気となっていました。スポーツはイギ
リス発祥のものが多い中でアメリカから始まりヨーロッパよりも先に
日本で人気となったなんて、ちょっと驚きです。ちなみに最強のロシ
アは1925年からです。 
とにかく、かつてのYMCAの活動には驚きです。三島ワイズメンズ
クラブとして「東レアローズカップ」に参加できていることは遠い昔
から決められていたことのようにも
感じて感動すら覚えます。今ではバ
レーボールの起源など気にする方も
少ないでしょうが、何事にも始まり
はあるはずです。これからもYMCA
を支援するワイズメンズクラブとし
て誇りをもって「東レアローズカッ
プ」を応援していきましょう。

子どもが描く「ふるさと三島」絵画コンクール　絵の審査 

　　　　　　絵画コンクール委員長　青木利治 

　9月22日（日）午前10時前より絵画コンクールにて表彰

する絵の審査をおこないました。審査会場は表彰式の会場で

ある三島市社会福祉会館の大会議室であります。今回は、市

内小学校14校のうち10校の協力がありました。いろいろな団

体の要請があったなかから、三島クラブの絵画コンクールに

65点です。前回は429点で少し寂しい限りですが、今回は4・

5・6年のみで、仕方ないと思います。しかし、三島美術協会

の倉田先生・大村先生・塩川先生は２時間かけてたっぷり吟

味して選んで

いただきまし

た。子どもた

ちが一生懸命

描いた絵なの

で、特選も入

選作品も良い

絵だと思いま

す。協力して

いただいた学校の先生方、子どもたちに感謝であります。子

どもたちの絵を「みしま未来研究所と三島市役所玄関ロ

ビー」にて展示しますので、皆様見てください。 

審査会には石川会長・藤田ワイズ・岩田ワイズ・日吉ワイ

ズ・渡邉ワイズ・青木が参加しました。

大村　俊之 

2019年9月5日㈭18:00～　於：熱海YMCAセンター 
1. 理事運営委員会　18:00～ 
司会　長谷川 等副理事長　　開会挨拶　森　重男理事長　 
＜夏期事業の活動報告＞  
・熱海クラブ (小原会計)夏期キャンプ、万城の滝に於いて7月29・

30日生徒49名　メンバー15名　・三島クラブ(大村委員)ワイズ農園
を再開した（人参種まき、草刈り等実施）参加メンバー6名。三島市
の駄菓子屋樂校に協力、新聞紙で災害時用履物作りを実施（子ども約
200名が製作）・下田クラブ（土屋委員)継続事業の座禅教室に30
名、保護者参加多数、学校からも文化的事業として評価された。・伊
東クラブ(久保田理事)夏期キャンプを8月3・4日、於市桜の郷、生徒
72名、メンバー20名　・富士宮クラブ(石川委員)風祭川の祭（80年
前から歴史が有る）事業。宮崎Ysの親族が祭主　・熱海グローリー
クラブ(勝又委員)納涼例会をラスカ屋上で実施、会員増強に努めてい
る。・沼津クラブ(長谷川理事)里親の会の活動に協力、東山荘に60名
余の会員が集い１泊２日の野外活動等に参加。 
議　題 
　（1）スピーチコンテストの準備の件　実施日11月30日㈯ 
7月10日に案内書を中学校27校に配布し9月15日に参加申込書を郵

送、今年から参加者の発表する原稿を事前に提出を依頼した。 
　（2）その他　　 
〈小原会計〉 3月理事会で承認のFMあたみ「熱海湯河原ふるさと

創作民話」の絵本購入し小学校へ提供する、子ども達に日本昔話を読
み親しみに併せてワイズ・YMCAの活動PRに活用。 
2．バーベキュー懇親会　18:30～20:10 
青木理事、優子メネットの準備により開催。勝又隆吉グローリー

クラブ会長の司会で開会、乾杯発声を長田部長、栗本直前理事閉会挨
拶で終了。参加者24名　参加費2500円 
三島クラブは青木、鈴木、大村の3名が参加

光永　尚生 

　天候が心配されました
が、三島クラブから6名の
メンバーが参加すること
ができました。 
光永が御殿場クラブの送
迎を一部担いまして、大
村ワイズご夫妻は電車に
て藤田ワイズと日吉ワイ

ズは同乗、石川会長は少し西伊豆経由とそれぞれに下田を目指しまし
た。 
今回の富士山部大会には、富士山部のみならず、北海道から山田理
事、山下書記、そして札幌北クラブからも駆けつけられて、東日本区
富士山部の大会と併せて下田クラブの40周年記念例会が盛り上がり
ました。 
下田クラブ土屋会長の開会点鐘で開始された例会は、90名の参加
があり、4部形式でたいへん盛りだくさんの部大会、例会でした。 
まずは、長田富士山部部長のご挨拶、楠山下田市長のご挨拶など
を頂き、北海道十勝から駆けつけられた山田敏明東日本区理事のご挨
拶と続きました。 
続いて、ドラム缶を使っているとは思えない、オープニングコン
サートが行われホテル伊豆急から下田の海を見ながら、参加された各
クラブの皆さんとの親交の交わりが進みました。途中、空腹を覚えた
のは私だけだったかもしれませんが、素晴らしい演奏でした。 
その後、昼食の時間の前後に、各クラブからの挨拶として 
石川会長がご挨拶されました。今期の三島
クラブの活動を楽しそうにご紹介されていた素
敵な表情が印象的で、頑張らねばと密かに感じ
ておりました。 
また、藤田前会長・クラブに対しての、富士
山部2018-19年度部長輩出クラブの沼津クラブ
から表彰がありました。藤田前会長からの
メッセージもいただき、この時間は感謝のひ
と時でした。ありがとうございます。 

さて、待ちに待ったランチタ
イムでは、ビュッフェ形式で、金目鯛の煮つけなど
下田の名物もあり舌鼓を打ち堪能しました。途中、
大村ワイズメネットから、富士山部メネット連絡委
員ご挨拶がありましたが、今期のメネット事業主任
に変わり、部全体にメッセージを頂きました。感謝
でした。 
余談ですが、懇親会は滞りなく、熱海グローリーの
皆さんと同席などで盛り上がりましたが途中、フラ
ダンスが始まり、再び、海の見える会場に移動して、

本場のフラダンスを
堪能いたしました。これも素晴らしいもので、食事の途中ではあり
ましたがフラダンスに見入ってしまったのは、私だけでしょうか。素
敵なダンスでしたね。
その後、顔の赤い方なども増えてきましたが、富士山部大会・下田
クラブ40周年記念例会は滞りなく終了となりました。 
私たちワイズの神髄は交流ですが、遠くて近いワイズ仲間との交流
は再会、新たな出会い、語り合いなどがたくさんあります。次の部大
会はもちろんですが、京都クラブ
とのDBCや、クラブのクリスマ
ス例会、納涼例会、その他さま
ざまな交流の場を大切にしつ
つ、地域活動としてのCS事業に
取り組められれば最高です。長
くなりましたが、思わず書きす
ぎました。陳謝 
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三島ワイズメンズクラブ　2019年7月号ブリテン 
＜発行：会報・広報委員会（相川・長澤・石川・光永）＞ 
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第4回　農園作業だより 富士山部部大会・下田40th記念例会絵画コンクール審査報告

校校の校の先生先生先生先生先生先生生生生生生生生生生生生生生生生生生生先生方方方方方方方方方方方方方方方、方、方 子子子ど子ど子ど子子子子子子ど子子どど子ど子子子ど子子子ど子子どどどど子ど子子子子子子子子ど子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子ど子ど子子子子子子子子子どど子 もたもたもたもたももたもたもたもたもたもももたもたもたたもたたもたもたたたたたもたちちちちちちちちにちちちちちにちちちにちちちちち 感謝感謝感謝感感感感感感 であでああであああああああでああああありまりまりまりままます。すす。すす 子子子子

を「を「みみしま未ま未来研来来来来研究所究所と三三と三島市島市市役所役所役所玄関玄関玄 ロロ

ししますますのでので 皆皆様見様見てくてくださださいい

＜富士山部部長から御礼のメールを頂きました＞ 

ワイズメンズクラブ富士山部 各クラブ会長　各 位 

　去る9/29日の部大会及び下田40周年に際しましては、遠方に

も関わらずまたお忙しい中を90名ものメン、ウーメンがお出掛

け下さいました。 

 この時程、ワイズの結び付きを心強く思った事はございませ

ん。本当に有難うございました。 

　相も変わらず私達のバタバタぶりが露呈し恥ずかしい限りで

した。皆様にお楽しみ頂けたかどうか心配する毎日ですが、各

クラブの皆様には今後共下田クラブとの変わらぬお付合いをぜ

ひ宜しくお願い申し上げます。 

　再度でございますが本当に有難うございました。

ワイズメネットのつどい

YMCA報告
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今回の今回の富士山富富士山部大会部部部大会には、には、富士山富士山士山部のみのみ部のみなな
事 山事 山下書記下書記 そしそして札幌て札幌北クラ北クラブからブからも駆も駆

第13回東レアローズカップに参加して

本場本本場本場本場本場場場の場の場場の場場場場場のの本場場の場の場場場場の場ののの本場ののフラフラフフラダフラダフラダフラダフラダフラフララダダフラフフフフ ダフラダフフフララフララ ンンンンンン
堪堪能い能能堪能い能い堪 たしまたしま
ましたましたがフラがフラダダ

金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金目目鯛目鯛の目鯛の目鯛の鯛の鯛の目鯛の目鯛のののののののののののののの目鯛のの鯛のの目鯛の煮つけつつつつつつつつけつつつつつつつつつ ななどなどなどなどなどどなど
能能能能能能能能しましし た。途中、中、中中、中、中、、、、、
山部メネ部メネット連ット連絡委絡委絡委
ののメネメネ ト事業ト事業主任主任
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仙台平和七夕　折り鶴御礼
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