
日時　2019（令和元）年12月3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・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・青木絵画　義務者計6名　
大村YMCA連・大村M　計8名 
欠席　渡邉A副会長・岡田EMC・光永親睦 
＜活動報告＞ 
■11/02(土) 絵画：絵の展示＠みしま未来研究所　石川会
長・青木委員長・岩田・福田　4名＋未来研究所から2名 
■11/05(火) 第4回役員会 日吉B副会長・相川書記・岩田CS
委員長・岡田EMC・藤田会計／農園・青木絵画・光永親睦・
大村YMCA連・大村M　9名 
■11/07(木) YMCA理事運営委員会＠熱海YMCA 大村・鈴木 
■11/09(土)CS:市民すこやかふれあいまつり準備＠岩田邸 
じゃがいも、玉ねぎ袋詰め　岩田委員長・青木・岡田・日吉・福
田・藤田　6名、輪投げ景品袋買出し　岩田委員長・日吉・藤田　3名
■11/10(日) CS：市民すこやかふれあいまつり 
6:30～農園野菜大根収穫（250本）岩田委員長・相川・岡田・
福田・藤田・岡田P メンバー5名　パートナー1名　計6名 
8:30～準備・販売と輪投げ・片付け　岩田委員長・石川会長・
相川・青木・大村・岡田・日吉・福田・藤田　メンバー9名 
■11/11(月) 伊東クラブ例会　青木　1名  
■11/12(火) 沼津クラブ例会　青木・鈴木・藤田・光永　4名 
■11/17(日) 絵画：絵画コンクールの展示作品撤去＠みしま
未来研究所　青木委員長・藤田・渡邉　メンバー3名 
■11/17(日) 農園：第一回収穫ファンド 
藤田委員長・青木・大村・福田・渡邉　メンバー5名
御殿場クラブ6名（金光・長田・芹澤・山本・前原・渡邉） 
■11/19(火) 11月度三島ワイズメンズクラブ例会＠松韻 
メンバー12名・大村M・出席率100%、卓話 稲田精治様（静
岡県東武地域スポーツ産業振興協議会会長） 
SMILE 13,000、古切手15g 
■11/29(金) 農園農園：農園見廻り　藤田委員長　1名 
■11/30(土) メネットのつどい＠毛呂協会　大村・大村M 2名 
■11/30(土) YMCA中学生スピーチコンテスト＠起雲閣　鈴木　1名
■11/30(土) 農園：第二回野菜収穫ファンド 
藤田委員長・岩田・日吉・福田・渡邉　メンバー5名 
御殿場クラブ3名（長田・杉山・芹澤） 
＜今後のスケジュール＞ 
■12/02(月) 四役会@平和エアテック事務所2F 19:00～　石
川会長・日吉B副会長・相川書記・藤田会計 
■12/03(火) 第六回役員会 
■12/07(土) 農園：国際交流会のメンバーに野菜販売予定 
■12/10(火) 絵画：三島市役所絵画展示　16:00～ 
■12/15(日) 農園：収穫ファンド（予定） 
■12/17(火) 次期会長選考委員会＠松韻　18:00～ 
■12/17(火) 三島クラブ12月度例会・忘年会 
■12/20(金) 絵画：三島市役所絵画撤去　17:00～ 
■12/21(土) 農園収穫ファンド　10:00～ 
■12/22(日) 恵明学園クリスマス会＠三島社会福祉協議会　
17:00集合 
■01/07(火) 第7回（1月度）役員会 
＜協議事項・報告事項＞ 
■会長・書記 
【次期富士山部役員依頼（地域奉仕事業主査）の件】 
鈴木忠雄ワイズにお願いしました。 
【次期会長選考委員会の件】 
12月の例会開始30分前に開催（12/17 18:00～） 
■会計 
【長澤ワイズ休会に伴う会費の件】 
・追加徴収は不要、10月までの会費を納入いただく 
■YMCA連絡員 
・11/07（木）理事運営委員会、11/30 中学生スピーチコンテスト 
■CS・BF委員会 岩田委員長 
・市民すこやかふれあいまつり結果報告及び収支報告は次回
例会時に提出します。 
■農園委員会 
・11/10（日）大根を250本ふれあいまつりに出品30本を
東山荘食堂に買って頂く　金4千500円 
11/17（日）農園野菜の収穫とファンド（大根、白菜、
キャベツ、人参少々）藤田、青木、大村、福田、渡邉　５
名　三信三島北支店店長・御殿場クラブ（長田、金光、
芹澤、山本・前原、渡邉）東山荘食堂ファンド　本日の
売上金額　2万8千350円でした。 

11/29（金）　農園見回り　藤田 
11/30（土）　農園野菜の収穫、ファンド（白菜、キャベ
ツ、ブロッコリー、大根、人参）藤田、岩田、日吉、福田、
渡邉　５名・御殿場クラブ（長田、杉山、芹澤）・東山荘食
堂及び佐藤様に野菜を届ける　藤田、本日の売り上げは3万
450円でした。 
■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、12月例会に
アンケート提出予定、卓話でFacebookの講習を検討（熱海ク
ラブ札埜ワイズに依頼）←プロドラにて企画 
■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） 
・恵明クリスマスへの協力　22日三島市社会福祉協議会4F大
会議室　メンバーは17:00 第会議室前集合の予定 
・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 
・11月例会報告（岩田）、市民すこやかふれあいまつり（石
川）、入会挨拶（福田）、メネットのつどい（大村M）、農
園だより（藤田）、絵画コンクール（青木） 
■メネット委員会 
・11/19 例会出席、11/30 ワイズメネットのつどい出席（大
村・大村M） 
・12月例会出席予定、農園事業協力 
・メネット会主催料理教室の実施検討について 
　　1月開催にて計画、講師の予定確認→1/18(土),19(日), 
25(土)であれば対応可能です。 
■絵画コンクール実行委員会 
・三島市役所　12/11～12/20展示 
（12/10 16:00 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。 

ＣＳ委員長　岩田守央 

　三島クラブの11月定例
会を松韻「せせらぎ亭」
にて19日㈫卓話者として
沼津クラブの稲田ワイズ
を招いてメンバー12名で
開催しました。 
　石川会長の開会点鐘・

青木ワイズの開会挨拶にて例会が始まりました。誕生
日は大村メネット鈴木メネットで大村メネットに一言
頂き、その後素晴らしいせせらぎ亭の庭園料理で会食
の時間を楽しみました。 
　そして、プロジェクターを使用しての稲田ワイズか
ら静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会会長として
「東京五輪・パラリンピックのレガシーを求めて！」
の表題で話を伺い、以前沼津クラブで聞いた予定だっ
た行事が「実施しました」やより詳細な予定などを解
りやすく話して貰い、また、日本唯一の室内競技場の 

客席問題など課
題や解決案などと
五輪・パラリン
ピックを開催する
のにボランティア
のメンバー募集時
期の説明をして頂
きました。 
卓話が終わり、委員会・出席・スマイル報告を受け、
藤田ワイズの閉会挨拶・石川会長の点鐘にて閉会とし
ました。 

　拙い司会で稲田
ワイズやメンバー
に大変申し訳な
かったと思いま
す。ありがとうご
ざいました。 
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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：闇の中を歩む民は、大いなる光を見死の陰の地に住む者の上に、光が輝いた。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（イザヤ書9章1節） 

強調月間 

EMC/MC

令和元年12月　三島ワイズメンズクラブ例会　プログラム

■日　時：2019年12月17日（火）18:30～ 
■場　所：松韻　三島市中田町1-16 
■受　付：岡田美喜子Y’s 
■司　会：日吉　和代Y’s 

■開会点鐘：石川　敏也会長 
■開会挨拶：相川　　毅Y’s 
■ワイズソング斉唱：出席者一同 
■ワイズの信条：日吉　和代Y’s 
■会長挨拶：石川　敏也会長S 
■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 
■書記報告・委員会報告・出席率報告 

■閉会挨拶：渡邉　近子Y’s 
■閉会点鐘：石川　敏也会長 
■第二部　忘年会　進行：親睦委員会　 

None.

11月例会報告

2019年12月　第6回役員会議事録

在籍者 12名 メネット 1名 スマイル累計 93,802円

出席者 12名 ゲスト 1名 プルタブ 0kg

出席率 100% 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 15g

修正出席率 100% スマイル 13,000円 古切手累計 725g
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「沼津クラブ12月例会への参加報告」 DBC・IBC・親睦委員 光永尚生
12月の沼津クラブ例会へ、三
島クラブから4名が参加しまし
た。参加したのは、鈴木ワイ
ズ、青木ワイズ、藤田ワイズと
光永の4名です。沼津クラブで
は、先月の例会で、新入会者の
植野昌孝ワイズの入会式が行わ
れ、本日も100%のメンバー参加
でした。例会には、ゲスト、ビジター合計39名が参加し、ニューウェ
ルサンピア沼津で開催されました。恒例の進行ののち、楽しい食事の
時間がありました。 
当初、登録費が1,000円でしたので、食事はないのかなあと思ったら
立派な天ぷら、刺身セットがついてきました。この謎はというと、後
で、ニコニコスマイルのボックスと、YMCA支援金募金のボックスがA
ワイズの両手に抱えられて回ってきました。「なぁるほど」そういう
ことかと、納得しました。こういう方法で、参加者の自由意思で支援
していただくためによい方法かとも感じた次第です。 
今回は、東京ワイズメンズクラブメンバーの比奈地康晴さんの卓話
でした。BF代表として、アフリカを25日間公式訪問されたときのお話
をお聞きいたしました。訪問されたのは、ザンビア、タンザニア、ケ
ニアウガンダなどの東南アフリカです。実は、外務省の海外安全ホー
ムページによると、渡航を止めてくださいなど、渡航中止勧告もでる
地域があるということでした。笑いながらのお話でしたが、実は、シ
リアスな旅の側面もあったようです。また、現地でのトラブルなど、
強行軍の移動でもあり、大変の中にも、素晴らしい経験のようでし
た。素敵なお話を感謝でした。 
また、沼津クラブが取り組んでこられている、3回のスピーチコンテ
ストに参加された、海外の複数の皆さんたちもゲストで参加されて、
流ちょうな日本語でご挨拶されていました。日本大学、沼津高専、日
本語学校の教職員の皆さんも駆けつけてくださり、国際色豊かな時間
でした。 
今後とも、富士山部の中でも兄弟のような沼津、三島クラブに御殿
場クラブ2名、熱海クラブ6名、熱海グローリークラブなども参加され
て賑やかでした。三島クラブも賑やかなことが好きですから 
今度は、工夫してこんな例会もよいかなあと感じて戻りました。 
感謝 
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第23回「東日本区ワイズメネットのつどい」子どもたちの絵を展示第6回　農園だより市民すこやかふれあいまつり報告

絵画コンクール委員長　青木利治 

11月2日（土）10時より絵を飾りました。場所はみ
しま未来研究所であります。その中の、高校生の部屋
を借りることができ、みしま未来研究所のスタッフの
村上萌さんの協力があり、展示する事ができました。
感謝です。 
子どもたちの絵をどのように展示するか、集まった
メンバーと話合いをした結果、せせらぎグループ・富
士山グループ・三島大社(お祭り)グループ・三島市内
グループと四つのグループに決めました。岩田君と越
沼さんは背が高いので壁の上に絵を貼ってもらいまし
て、我々は下段に貼りましたが、何もないがらんとし
た部屋が子どもたちの絵を飾ることに明るく愉しい部
屋に変わりました。 
　土日には、色々な方が見に来てくれたそうです。 
参加者は石川会長・青木Ys・岩田Ys・福田Ysの三島
クラブのメンバーと未来研究所の村上さんと助っ人の
越沼さんであります。 
　11月17日(日)９時３０分より藤田Ys・渡邉Ys・青
木Ysの３名により絵を撤去しました。 
　そして、第２回の絵の展示会を行うため、12月10
日(火)午後４時から三島市役所玄関ロビーにて絵を展
示しました。石川会長をはじめ、岩田Ys、岡田Ys、 
藤田Ys、福田Ysが手伝いに来てくれました。展示用
のパネルが固くてピンを押すのに苦労して、手首が痛
くなるほどでしたが、綺麗に飾ることができました。
みなさまご苦労様でした。まだ、12月20日5時から絵
の撤去作業がありますので、協力のほどよろしくお願
いいたします。 

　翌日、伊豆日日
新聞の女性記者か
ら取材の電話を受
けまして、絵画コ
ンクールの目的と
趣旨を説明しなが
らワイズと絵画コ
ンクールのＰＲを
しました。何より
も子どもたちの絵
を見に来ていただ

くように書いて下さいとお願いしました。たまたま、
取材中に絵を見ている親子に会いまして、市役所に用
事があって待ち時間があるため見ていたとのこと、母
親から子どもたちの絵は大変上手だとほめてもらいま
した。

熱海YMCA運営委員　鈴木忠雄 
第34回NPO法人熱海YMCA中学生英語スピーチコンテ
ストは、11月30日熱海起雲閣音楽サロンにて開催され
ました。 
受付は、11:30～開会は12:30~16:30 で、静岡県東部
伊豆地域地区の中学校から21名の参加で行われまし
た。 開会挨拶及びルール説明を審査委員長の土屋　恒
夫様（下田クラブ）・審査員の三井　敏正様(浜松大学
名)・AIicia Henman先生　(県立伊豆総合高等学校ALT)・
Jeffery Morris先生（県立熱海高等学校ALT）の紹介
が　土屋先生からありました。 
スピーチは、暗唱の部と自作の部に分かれ各学年ごと
に行われ入賞者が発表されました。 
三島市からは、日本大学の生徒さんと三島市南中学の
生徒さんが参加されました。 
最後に、審査委員の先生方が講評を行いました。開催
ごとに子どもたちのレベルが上がっているとの講評でし
た。写真撮影を行い無事終了いたしました。
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会長　石川 敏也 
毎年恒例の参加行事
である「市民すこやか
ふれあいまつり」に
今年も参加しまし
た。担当のCS委員会
はイベント準備委員
会の会議出席にはじ
まり、輪投げ景品の購
入、前日11/9（土）
の販売用野菜の準備
や当日朝早くからの
野菜収穫など、とても
ハードだったと思い
ます。ご苦労様でした。野菜の販売ということもあって農園委員会に
は特にお世話になっております。いつもご協力ありがとうございま
す。 
　イベント当日の11/10（土）には、CS委員会の岩田委員長をは
じめ、岡田副委員長、日吉ワイズ、福田ワイズ、農園委員長の藤田
ワイズ、会報広報委員長の相川ワイズ、富士山部会員増強主査の青
木ワイズ、熱海YMCA連絡員の大村ワイズに会長の私の計9名と、ほ
とんどのメンバーが参加いただいたにもかかわらず人手が足りない感
じで、開催中はずっと大忙しでした。 
　今年も三島ワイズメンズクラブのブースは体育館前の入り口広
場。例年の入場ゲートすぐの場所に比べてやや中央気味でした。天
気を心配してか昨年あたりから体育館内の催しがメインという感じ
でしたが、入退場には必ず通過するところなので声がけをして野菜
の販売を頑張りました。野菜は今回初めての帯広ワイズのファンド
でじゃがいもと玉ねぎを各150円で販売。三島ワイズ農園からは収穫
の都合上、大根300本くらいを200円で販売しました。後半は大根を
100円で、ファンドの分は値下げできませんでしたが何とかメンバー
や御殿場クラブ、東山荘にも購入いただき完売することができまし
た。本当にお疲れ様でした。 
　出だしはやや遅かったのですが、体育館の催しに恵明学園の太鼓
の子どもたちが大勢参加していたからか後半は輪投げ50円の人気が
高く始終行列状態でした。景品も人気でした。 
　また、館内の催しである抽選会に今年も野菜を寄付させていただ
き、午前中は私がプレゼンターを務め、午後は直前会長の藤田ワイ
ズにお願いしました。二人してしっかりと三島ワイズメンズクラブ
の名を知らしめることができました。 
　この事業は皆さまの協力なくしては成り立ちません。今年のよう
に輪投げが繁盛すると野菜販売担当が足りなくなり、現メンバーで
はいっぱいいっぱいの状態で一時は休む間もなく大変でしたが何と
か乗り切ることができました。皆さま本当にありがとうございまし
た。
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熱海YMCA第34回　中学生英語スピーチコンテスト

大村　知子 
11月30日澁谷メネット委員長の毛呂教会（埼玉県入間

郡毛呂山町）において、「ワイズメネットのつどい」が開
催され、参加者33名で三島クラブからは大村俊之ワイズと
知子メネット2名が参加しました。 
「つどい」は11時開会、礼拝（献茶、讃美歌、祈り）、

板村次期東日本区理事、田中アジア・太平洋地域会長の来
賓挨拶、委員会報告と進み、次いでプチマルシェ（別室） 
に移動、参加者が献品した銘品や手作りの菓子や編み物な
どを千円、五百円均一で販売15分で完売、3万円余りメ
ネット献金しました。 
昼食後の講演会は、深尾香子多摩みなみクラブ会長によ

る演題「あら、まあ、簡単！茶の湯の易しいおもてなし ～
日本とヴァチカンの往復書簡より～」を拝聴。途中で、
テーブル毎に薄茶を立て、お茶の菓子についても聞きなが
らいっぷくいただき、キリスト教布教と茶の湯文化（日本
文化）の理解との関わりを聞き、最後に濃茶についての説
明を聞きながら3人ずつで飲み廻しもしました。耳と目と
舌と香りの五感をフル回転しておもてなしの心を体感する
ひと時だったと思います。委員長のオルガン伴奏で「メ
ネットのねがい」を唱和し、記念撮影をして閉会ました。 
私は終始裏方を務め、座ったのは昼食の時だけで、終始

隣室で菓子の準備やお薄をたてたり濃茶を練ったりなど慌
ただしく、パワーポイントもしっかり見られず文字通り聴
講でしたが東日本区メネット委員のお役目は果せたと思い
ます。往復8時間、滞在6時間は後期高齢者には少々疲れる
1日でした。熱海クラブ青木夫妻の帰途のご厚意に私共は
もちろん仙台・十勝の方々も感謝しております。

　　　　　　　　　　　農園委員長　藤田小夜子 
10月31（木）に農園の見回りに行ってからしばらく
間を置いた11月9日、翌日10日のふれあいまつりに販
売する大根の成長を確かめる。 
11/10（日）6時半から相川、岩田、岡田、福田、藤
田、岡田Pの6名で250本の販売用大根を収穫し、東山
荘へ届けた30本を除きふれあいまつりでほぼ売り切っ
てもらう。 
11/17、今期初めての収穫ファンドを実施する。 
青木、大村、福田、渡邉、藤田の5名と御殿場クラブか
ら6名の参加が有り、野菜は大根、白菜、キャベツ、人
参で売り上げは2万8千350円でした。 
11/29　見回り。ブロッコリが大きくなっていた。 
11/30（土）第2回目、収穫ファンドを実施。今回は
ブロッコリが加わった。岩田、日吉、福田、渡邉、藤
田の5名。御殿場クラブからは3名、東山荘さんは、前
回と今回もファンドの協力をして頂き藤田がお届をし
た。今回の売り上げは3万450円でした。 
その他に２回の売り上げの中にはメンバーの友達の協
力ファンドも入っています。 
来月はお正月を迎えるのでお忙しいでしょうが、メン
バーの皆さんの協力を期待します。

CS委員長　岩田守央 
今年も11月10日に『市民すこやかふれあいまつり』で農園野菜の販売と輪投げ
ゲームに参加させて貰いました。 
当日収穫した大根と例年好評の人参が小振りの為、北海道産の馬鈴薯と玉ねぎ
を販売いたしました。そして、輪投げゲームも三島太鼓クラブの子供たちに楽し
んで貰いました。また、三島市民体育館内でも他団体ブースも大盛況の様でし
た。あと、おかげさまで輪投げゲームに用意した景品や野菜などもイベント終
了の14時前に完売できました。 
事前準備や当日の収穫は大変ですが、参加出来て良かったと思います。


