
日時　2019（令和元）年11月5日（火） 
場所　大村　俊之様邸　三島市大宮町 2-13-6 
出席者　日吉B副会長/プロドラ・相川書記/会報広報・岩田CS
委員長・藤田会計/農園・岡田EMC・青木絵画　義務者計6名　
光永監事・大村YMCA連・大村M　計9名 
欠席　岡田EMC・長澤親睦DBC 
＜活動報告＞ 
■10/01(火) 第4回役員会 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・大村
YMCA連・大村M　9名 
■10/03(木) エコキャップ届け（徳倉小学校15,000個）藤田 
■10/04(金) エコキャップ届け（北上中学校20,000個）藤田 
■10/05(土) 農園：畑全体の草取り・第二回大根疎抜き 
藤田委員長・青木・岩田・大村・福田　5名 
御殿場クラブ　稲葉様・前原様　2名 
■10/08(火) 沼津クラブ例会　青木　1名 
■10/09(水) 東日本区会員増強委員会＠四谷YMCAセン
ター　青木主査　1名 
■10/09(水) CS：市民すこやかふれあいまつり　第二回実行
委員会　岡田　1名 
■10/13(日) 農園：台風一過の見廻り　藤田委員長　1名 
■10/15(火) 農園：大雨後の見廻り　藤田委員長　1名 
■10/15(火) 10月度三島ワイズメンズクラブ例会＠松韻 
メンバー12名(欠席 長澤)・出席率92%、 メーキャップなし、
修正出席率92%、卓話 藤原あい様（三島市健康づくり課主任
保健師：フレイル予防について） 
SMILE 12,000、古切手610g（507g 日吉｜103g 藤田）、プ
ルタブ1kg（日吉） 
■10/18(金) CS：市民すこやかふれあいまつり　団体説明
会　岩田委員長　1名 
■10/20(日) CS：みはらしフェスティバル 石川会長・鈴木・
日吉・藤田・福田・大村　6名 
■10/20(日) 農園：農園見廻り　藤田委員長・石川会長・大
村　3名 
■10/23(水) 熱海クラブ例会　青木　1名 
■10/26(土) 絵画：絵画コンクール表彰式 
9:30～準備、13:00-14:00 表彰式 
石川会長・青木委員長・相川・岩田・大村・日吉・福田・藤
田・渡邉　計9名、長谷川(沼津)・稲田(沼津)・森(熱海,熱海
YMCA)・長田(下田, 富士山部長) 4名　ワイズ関連13名 
■10/30(水) 絵画：小学校へ絵の返却と参加賞を届ける（入
選外）　青木　1名 
■10/31(木) 農園：農園見廻り　藤田委員長1名 
大根・白菜・キャベツの根元が長雨により根鎖を起こしてい
るものが目立った。大きい草取りをした。 
＜今後のスケジュール＞ 
■11/02(土) 絵画：みしま未来研究所に絵画の展示作業　石
川会長・青木委員長・岩田・福田・研究所より2名 
■11/05(火) 第五回役員会 
■11/07(木) YMCA理事運営委員会 
■11/09(土) CS：市民すこやかふれあいまつり　準備等
（13:30～岩田邸） 
■11/10(日) CS：市民すこやかふれあいまつり　大根収穫・
会場準備・販売・片付け　6:30～15:00 
■11/11(月) 伊東クラブ例会　青木 
■11/12(火) 沼津クラブ例会　青木 
■11/17(日) 絵画：みしま未来研究所絵画撤去　9:30～ 
■11/17(日) 農園：野菜収穫とファンド事業　13:30～ 
御殿場クラブ他声がけ予定 
■11/19(火) 三島ワイズメンズクラブ例会＠松韻 
■11/30(土) 農園：野菜収穫とファンド事業　10:00～ 
御殿場クラブ他声がけ予定 
■11/30(土) YMCA中学生スピーチコンテスト 
■11/30(土) メネットのつどい＠毛呂協会　大村・大村M 
＜協議事項・報告事項＞ 
■会長・書記 
【長澤武則ワイズ休会希望の件】 

・理由：業務変更に伴う多忙につき、ワイズ活動に関わるこ
とが困難なため。 
・10月31日付にて休会とします。3年（東日本区申請済み） 
・会費以外に追加徴収が必要かどうかは会計でチェックの上
対応します。 
・親睦、DBC、メネット各委員会の対応については親睦・DBC
は光永、メネットについては大村知子メネットにお願いする
こととしました。 
【1月度役員会日程検討及び次期会長選考委員会予定の件】 
・1月度役員会は例年12月に忘年会を兼ねて開催している
が、2020年は1/7予定が通常の予定となるため、変更せず開
催することとした。 
・次期会長選考委員会は12月例会（12/17（火））の開催前
の時間を使って開催予定です。（諸事情により日程を変更す
る場合があります） 
・忘年会は12月例会と一緒に開催します。 
■会計 
・立替金がある場合は速やかに会計までお知らせください。 
■YMCA連絡員 
・11/07の理事運営委員会時に長澤ワイズ休会の報告を行う
予定です 
・11/30中学生スピーチコンテスト 
■CS・BF委員会 
・市民すこやかふれあいまつりについては次の通り 
09（土）準備＠岩田邸　13:30から 
・ジャガイモ、タマネギの袋詰め、販売値段決め、販売用袋、
輪投げ景品購入他 
10（日）・大根収穫　6:30～農園　トラックは相川担当、大
根収穫予定は200本から250本程度 
・駐車場は岡田ワイズ宅を借ります。会場の駐車場は岩田委
員長使用 
・掲示物は石川会長に例年同様準備をお願いしました。 
・注意事項として販売時間途中での片付けは販売終了に関わ
らず、行わないこと。 
・抽選会は11:30, 13:30の2回となります。石川会長対応 
■農園委員会 
・農園作業は活動報告の通り（10/5, 13, 15, 20, 31） 
・11月の予定は今後のスケジュールの通り（11/10, 17, 30, 
12/7） 
■EMC・YMCA委員会 
・熱海クラブの会員増強施策事例を参考に対応 
■IBC・DBC・親睦委員会 
・DBCは2月にて調整中（11月中にアウトラインを提示） 
・10月の懇親会予定ついては台風被害を鑑みて中止した 
・12月オール恵明の全体クリスマス（12/22（日）福祉会
館）への協力をする方向で検討中。例会時に詳細を報告しま
す。また、ドライバーと打ち合わせの上12月例会時に忘年会
を開催予定 
・恵明学園にはケーキの提供は実施 
■プログラム・ドライバー委員会　例会プログラムを承認 
■会報・広報委員会 
・10月例会報告（長澤×）、絵画コンクール表彰式（青
木）、みはらしフェスティバル、入会挨拶（福田）、YMCA
運営委員会（大村）、農園（藤田）、台風災害対応（光永） 
■メネット委員会 
・10月例会、第二回東日本区ワイズメネット委員会に参加 
・11月例会、ワイズメネットのつどい　参加 
■絵画コンクール実行委員会 
・表彰式は26名、総勢70名の参加 
・みしま未来研究所　～11/16まで展示（見学者多数有）
・三島市役所　12/11～12/20展示 
（12/10 17:00 市役所掲示準備、12/20 17:00 撤去） 
・1月入選作品の返却時は、報告書を各協力者に配布します。 

書記　相川　毅 
三島クラブの10月定例会を松韻にて15日（火）、

卓話者として三島市健康づくり課主任保健師の藤原あ
い様を迎え、メンバー12名と共に開催致しました。石
川会長が所用により遅れていたため、渡邉A副会長によ
る点鐘・会長挨拶を賜り、例会が始まりました。誕生
日、結婚記念日も10月は多く、10日が結婚記念日でも
ある新メンバーの福田ワイズにも一言頂きました。い
つも通り美味しい食事で会食の時間を楽しみました。 

その後は藤原様に
よる「フレイル予
防について」のお
話がありました。
日々の生活に
ちょっとした工夫
を加味すること 

で、健常者として楽しく元気に生活が出来る可能性が
多いに高まっていくようです。この高齢社会にいつま
でも元気で暮らせることが、自分そして周りの人たち
の幸せにも繋がっていくので是非今回の卓話で得た
日々のちょっとした運動を実践して行ければと思いま
す。卓話が終わっていつ
も通り出席率・スマイ
ル他報告を受け、緊張
気味の岩田ワイズの閉
会の挨拶、石川会長の
点鐘を持って閉会とな
りました。ただ、親睦
委員会が企画してくれ
ていました親睦会が今
年本当に何度も被害を
もらたした台風が原因
で開催できませんでし
た。忘年会には、その
分の憂さを晴らして楽
しめればいいななんて
勝手なことを考えなが
ら、例会報告とさせて
頂きます。
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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：あなたがたには世で苦難がある。しかし、勇気を出しなさい。私は既に世に勝っている。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ヨハネによる福音書16章33節） 

強調月間 

ﾜｲｽﾞ理解 
ﾌｧﾐﾘｰﾌｧｽﾄ 

令和元年11月　三島ワイズメンズクラブ例会　プログラム

■日　時：2019年11月19日（火）18:30～ 
■場　所：松韻　三島市中田町1-16 
■受　付：渡邉　近子Y’s 
■司　会：岩田　守央Y’s 
■開会点鐘：石川　敏也会長 
■開会挨拶：青木　利治Y’s 
■ワイズソング斉唱：出席者一同 
■ワイズの信条：岩田　守央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：鈴木　忠雄Y’s 
■会食 

■卓話：「東京五輪・パラリンピック 
　　　　　　　　　　　　　　のレガシーを求めて！」 
　静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会会長 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲田　精治様 
■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：藤田小夜子Y’s 
■閉会点鐘：石川　敏也会長 

11/01 大村　知子M

11/02 鈴木マサ子M
None.

10月例会報告

2019年11月　第5回役員会議事録

在籍者 13名 メネット 0名 スマイル累計 80,802円

出席者 12名 ゲスト 1名 プルタブ 1kg

出席率 92% ビジター 0名 プルタブ累計 1kg

メーキャップ 0名 総出席者数 13名 古切手 610g

修正出席率 92% スマイル 12,000円 古切手累計 710g



農園委員長　藤田小夜子 
今年の台風は東海地方に上陸する前から大雨をもた

らし、作物に甚大な被害をもたらすかと心配された。
が、10/13（月）の台風一過の農園に恐る恐る見回りに
行って見ると、昨年と比べると一週間～二週間早かっ
た作付けのお陰かと思われるが、あの風雨にも拘らず
根元の手入れを必要とせずに頑張ってくれていた。こ
の日は真夏日の様な天候で作物が水を欲しがってい
た。一日置いて又大雨が降り、我がワイズ農園に恵み
の雨となった。10/15（水）見回りに行くと作物たちは
生き生きと元気に背伸びをしていた。此れも後先には
なるが、10/5（土）に大根の第二回第三回の合同の疎
抜きと共に、畑全体の草取りを丹念にして下さった三
島クラブ、御殿場クラブのメンバーの皆さんに自然から
の贈り物と感謝している処です。10/20（日）、10/31
（木）と見回りに行く度に成長は著しく、11/10（日）
の“すこやかふれあいまつり”に出品できるのが楽しみで
す。 

会長　石川 敏也 
10月20日（日）、三島市内笹原新田の障害者支援

施設、見晴学園（みはらしの里) で開催されるビックイ
ベント「みはらしフェスティバル」に三島クラブ会長
として招待され、参加してきました。三島クラブから
は大村・鈴木・日吉・福田・藤田ワイズが参加して計6
名の参加となりました（大村ワイズは見晴学園理事長
として主催者としてですが）。 
既に地域で定着しているイベントだけあって、大勢

の議員の方や各種ボランティア団体、施設の協力業者
の方々が招待されており、開会式では大村ワイズの理
事長としての挨拶から始まり、三島クラブも紹介してい
ただきました。 
「みはらしフェスティバル」は、障害者施設の理解

と地域、家族との交流が大きな目的となっています。
ステージでは家族や地域の方たちに見ていただくため
の入寮者達のダンスや演奏が披露されました。皆さ
ん、この日のために頑張って練習してきたんだなぁと
感心しました。ステージでは他にもボランティア企業
や地域の各種団体、施設職員によるパフォーマンスが
披露され、大いに盛り上がっていました。また、ス
テージと客席を囲む形で各種団体のボランティアによ
る飲食ブースが設けられ、当日配布のパンフレットに
よるスタンプラリーのような方法で飲食のサービスが
提供されました。 
三島クラブは開会式前の8時半に集合し、各ブース

で提供予定の「焼きそばパン」や「デザート」の準備
をお手伝いしました。その後、昼前には「お稲荷さ
ん」を提供するブースを任され、途切れることのない
行列を相手に忙しい時間を過ごしました。自前のブー
スで「豚汁」などをふるまっていたライオンズクラブ
やロータリークラブに比べると些細な協力かもしれま
せんが、十分なお手伝いはできたんじゃないかと思っ
ています。過去には招待された会長だけが参加して、開
会式が終わったら適当な時間に引き揚げてくるのが常
態化されていましたが、そこはやはり、ここ数年のよ
うに出来るだけ多くのメンバーに参加いただいて実働
部隊として支援してこそのボランティアだと思います。
そういう意味では三島クラブも進化しているんだなと
思いました。ぜひ来年は、今年以上にもっと多くのメ
ンバーで参加して「三島ワイズメンズクラブ」の名を
覚えてもらえたらいいなと思います。 

三島クラブ/日本YMCA同盟　光永尚生 
募金期間は2019年10月17日～2020年3月31日 
9月9日に千葉県を中心に猛威を振るい、今なお、その傷

跡が残る台風15号、そして10月12日に関東地方と福島県な
どを縦断した台風19号により、広域にわたり甚大な被害が出
ています。 
私たちのＹＭＣAとワイズメンズクラブは、協働してポジ

ティブネットＹＭＣA募金活動に取り組み、各地で続く支援
活動はもとより、継続した活動として、「こころのケア」ま
で視野に入れた息の長い活動を計画しています。 
しかしながら、未曽有の広域にわたる今回の災害は、私た

ちの想像を超えた被害をもたらし、未だに心の傷だけでなく
実際の生活に多大な影響を残したままになっています。まだ
まだ正念場です。 
一方で、頻発する災害は、これからも続くことが予想され

ておりいつ、首都直下型地震が発生したり、首都圏がマヒす
るような大災害をもたらすかもしれません。 
YMCAでは、東日本地区、中日本地区、西日本地区の

YMCAの拠点を確立し、来るべきその日のために、できるこ
とを、今から考えワイズメンズクラブの皆さん、地域の皆さ
んとの協働を進められる仕組みづくりとして「エリアセーフ
ティネットワーク」を考えています。 
三島クラブでも、静岡県東部地域のワイズメンズクラブと

の連携やYMCA東山荘との連携など、取り組めることを今後
とも考える機会ができればと思っているところです。興味と
関心を宜しくお願いいたします。　 

YMCA　大村　俊之 
2019年11月7日㈭18:30～20:00　於：熱海YMCAセンター 
理事運営委員会　司会　長谷川 等 副理事長 
開会挨拶　森　重男理事長　 
各担当理事運営委員　活動報告  
青木理事　熱海クラブ主催第14回ドッジボール大会を11月9日(土)マ

リンホール開催、生徒390名＆保護者関係者約800名。昼食にカレー
1000食提供予定、審判には専門家招請 
大村委員　三島クラブ主催「子どもが描くふるさと三島　絵画コン

クール開催 
10月26日に三島市社会福祉会館にて表彰式(市長、森理事長、教育

長、富士山部長、商工会議所会頭、三島信金理事長など列席）開催、み
しま未来研究所にて11月3日から16日まで展示 
土屋委員　下田クラブ40周年と富士山部大会開催に多数の参加に御

礼。 
継続事業で杉の子作業所の支援、座禅教室子ども筝曲の体験を実施 
久保田理事　伊東クラブ主催ドッジボール大会11月17日開催予定、

32チーム500名参加予定、11月入会式を予定 
勝又委員　陣内Ys　 グローリークラブ主催少年野球大会11月17日小

山球場にて開催　 
BF事業切手収集は2月に富士山部の分を集め東日本区に送付予定 
藤間理事　Ｙ合唱団は男子「鼓勇」10名　女子「花柚」は25名にて

定期練習「かいと病院への慰問訪問を実施。 
小原会計　FM熱海湯河原20周年記念で作成した絵本「ふるさと創作

民話」を協賛した企業とＹ,Ｙｓの提供で75冊を熱海市教育委員会へ贈
呈。11月11日に贈呈式を市長室にて。 
長谷川理事　沼津クラブでは十勝のYsジャガイモ800ケース購入、販

売益を台風災害地へ贈る。 
　会員増強に年内3名入会予定。 
議　題 
1．スピーチコンテスト（11月30日） 
参加申込状況11月7日現在13名　締め切りを15日まで延長し参加人

数を期待。 
2．伊東センター建物に関する件は保留 
3．年度事業報告の掲示設置方法の件　 
近年の報告書をセンター内書庫に保管し一般に閲覧できるよう変更

した。 
　4．その他　火災保険未加入だったセンター建物の火災災害保険に

加入、伊東クラブ会長の保険事務所に依頼、82,620円支払い（小原会
計）　 
　5．次回理事運営委員会　センターにて令和2年1月9日18:00か

ら、新年懇親会18:30～ 

絵画コンクール委員長　青木利治 
10月26日（土）13時より絵画コンクールの表彰式

を開催しました。表彰を受ける子どもたちと保護者は
70名位参加してくれました。子どもたちが表彰を受け
る真剣な眼差しに感動をおぼえ、親子で喜んでいる姿
は大変嬉しかったです。来年も、必ず絵画コンクールを
実施したい気持ちにいっぱいになりました。三島クラ
ブのみな様の来年もよろしくお願いします。 
豊岡市長様、大房議長様、西島教育長様、平井理事

長様、稲田会頭様、熱海YMCAの森様、富士山部長の
長田様、三島美術協会の大村様・塩川様、沼津クラブ
の長谷川様ご協力ありが
とうございました。 
参加者　石川会長・相

川YS・岩田YS・大村YS・
日吉YS・福田YS・藤田YS・
渡邉YS・青木YS　みな様
ご苦労様でした。
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