
日時　2020（令和2）年1月7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・岡田EMC・青木絵画　
義務者計7名　大村YMCA連・大村M　計9名 
欠席　渡邉A副会長・光永親睦 

＜活動報告＞ 
■12/01(日)　農園:ファンド事業　藤田委員長・鈴木　2名 
■12/02(月)　四役会＠平和エアテック事務所　石川会長・日
吉B副会長・相川書記・藤田会計　4名（次期会長選考の件） 
■12/03(火)　12月度役員会 
■12/04(水)　農園:宮澤様・細井様宛歳暮届 藤田委員長 1名 
■12/05(木)　農園:ファンド事業　藤田委員長・大村M 2名 
■12/06(金)　農園:ファンド事業　藤田委員長・青木 2名 
■12/07(土)　農園:ファンド事業　藤田委員長 1名・グロー
バル交流会 
■12/10(火)　絵画:市役所展示 16:00～ 石川会長・青木委員
長・岩田・岡田・福田・藤田　6名 
■12/10(日)　農園:ファンド事業　藤田委員長1名　東山荘へ 
■12/10(日)　沼津クラブ例会 青木・鈴木・藤田・光永　4名 
■12/13(金)　YMCA東山荘感謝会＠東山荘　藤田・光永 2名 
■12/13(金)　御殿場クラブ例会　藤田　1名 
■12/15(日)　農園:ファンド事業 藤田委員長1名・御殿場ク
ラブ2名（杉山Ys・前原Ys） 
■12/17(火)　次期会長選考委員会＠松韻　石川会長・相川・
大村・藤田・鈴木　5名 
■12/17(火)　三島ワイズメンズクラブ 12月例会・忘年会＠
松韻　メンバー10名・大村M （欠席者　青木・岡田）計11名 
スマイル　9,500円・切手170g（藤田） 
■12/20(金)　絵画:市役所展示撤去　青木委員長・日吉・岩
田・福田　4名 
■12/21(土)　農園:ファンド事業　青木・岩田・大村・鈴木・
日吉・福田・渡邉　7名／大村M・御殿場クラブ（長田）・熱
海G（勝又） 
■12/22(日)　恵明学園クリスマス会＠三島市社会福祉会館　
石川会長・岡田・青木・日吉・渡邉・光永・福田・大村・鈴
木　9名 
■12/24(火)　農園:ファンド事業　藤田委員長1名届け（グロー
バル佐藤様） 
■12/25(水)　農園:ファンド事業　藤田委員長・鈴木　2名／
東山荘・御殿場クラブ（高橋・芹澤）・鈴木知人佐藤様 
■12/25(水)　恵明学園クリスマスケーキ贈呈 
■12/28(土)　農園:ファンド事業　大村M（ベラミ｜近所） 
＜今後のスケジュール＞ 
■01/07(火)　1月度　第7回役員会 
■01/09(木)　熱海YMCA理事運営委員会＠熱海YMCAセン
ター（18:00～）及び新年懇親会＠ジョナサン（18:30-
20:00） 
■01/14(火)　沼津・三島・御殿場3クラブ合同新年例会（富
士山部長公式訪問）＠ウェルサンピア沼津 
■01/18(土)　メネット会主催料理教室＠平和エアテック2F
ショールーム 
■01/25(土)　第二回富士山部役員会（13:00-14:00）・評議
会（14:15-16:00）＠熱海YMCAセンター　登録費500円 
■01/28(火)　CS:市民すこやかふれあいまつり実行委員会（岡
田） 
■02/01(土)　Change!2022シンポジウム　青木主査（クラ
ブから登録処理を行うこと｜書記対応） 

＜協議事項・報告事項＞ 
■会長・書記 
　●富士山部役員会評議会出欠及び議案検討の件 
　　　出席者　石川会長・青木事業主査・ 
　　　　　　　大村Mワイズメネット連絡員•日吉B副会長 
　　　　　　　相川書記 
　　　欠席者　藤田会計（委任状提出済み） 

　　　議案上程はなし 
　●次期執行部・役員等の決定時期及び臨時総会等について 
　　　2月役員会で会長主題及び執行部を審議・承認 
　　　2月例会で臨時総会を開催し承認 
　　　委員長及び委員会構成は3月例会までに確定予定。 
　●「建国記念の日奉祝会」について 
　　　出席は任意とする。クラブの活動として記録する。 
■会計 
　1月は会費集金月となります。 
■YMCA連絡員 
　●01/09(木)　熱海YMCA理事運営委員会・新年懇親会　会
費は1500円 

■CS・BF委員会 岩田委員長 
　●市民すこやかふれあいまつり会計報告 
■農園委員会 
　●活動内容については報告の通り 
　●大根が多く残っているのとブロッコリの横芽の成長が著
しく施設への寄付、収穫への呼びかけを計画中。また、メ
ネット料理教室にも提供予定 
■EMC・YMCA委員会 
　●例会時に熱海クラブで勧めている方法を実施していく 
　●フェイスブックにデータを上げるのに写真を提供して欲
しい 
■IBC・DBC・親睦委員会 
　●DBCは2月にて調整中　日程・出欠を次回例会までに 
　●誕生日・結婚記念日確認 
■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 
　●例会報告（光永）・東山荘感謝会（藤田）・恵明クリス
マス会（光永）・農園だより（藤田）・入会挨拶（福田）・
新年会長挨拶（石川）・YMCA報告（大村） 
絵画最終報告（青木）←来月掲載予定 
■メネット委員会 
　●12月報告:クラブ例会出席、農園ファンドに協力 
　●1月予定:18日メネット会主催料理教室、25日富士山部会
富士山部ワイズメネット連絡員として出席 
　●料理教室:講師は相川M、場所は平和エアテック2Fショー
ルーム、会費は2,500円を予定、農園野菜の提供（17日収穫
予定） 
　●2/18開催のTOF
例会での食事提供に
ついて:例年通り実施
する。大村邸14時集
合予定 
■絵画コンクール実
行委員会 
　●最終報告書を作
成中 
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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

正義が造り出すものは平和であり、正義が生み出すものは、とこしえに安らからな信頼である(イザヤ書32章17節) 

強調月間 

IBC•DBC

令和2年1月　沼津・三島・御殿場3クラブ合同例会　プログラム

■日　時：2020年1月14日（火）18:30～ 
■場　所：ニューウェルサンピア沼津 
■受　付：藤田小夜子Y's 
■司　会：沼津クラブ　相磯優子Y's 
■開会点鐘：3クラブ会長 
■開会挨拶：沼津クラブ　稲田精治Y’s 
■ワイズソング斉唱：出席者一同 
■ワイズの信条：沼津クラブ　相磯優子Y’s 
■ゲスト・ビジター・クラブ紹介： 
   沼　津クラブ　菅沼道子会長 
■3クラブ会長挨拶： 沼　津クラブ　菅沼道子会長 
　　　　　　　　　 三　島クラブ　石川敏也会長 
   御殿場クラブ　高橋啓子会長 
■富士山部部長挨拶：富士山部　長田俊児部長 
■誕生日・結婚記念日祝：各クラブ 
■食前の感謝：三島クラブ　岡田美喜子Y’s 

■会食：各クラブスマイル 
■卓話：静岡県文化•観光部スポーツ担当部長　広岡健一様 
　「2020年オリンピック・パラリンピック開催について」 
■書記報告・委員会報告：各クラブ 
■出席率・スマイル報告：3クラブ担当委員会 
■閉会挨拶：御殿場クラブ 
■閉会点鐘：3クラブ会長

01/02 光永Y's 
01/09 福田ﾊﾟｰﾄﾅｰ 
01/14 福田Y's 
01/23 青木Y's 
01/25 藤田Y's 

光永尚生・京子

12月例会報告

2020年01月　第7回役員会議事録

在籍者 12名 メネット 1名 スマイル累計 103,302円

出席者 10名 ゲスト 0名 プルタブ 0kg

出席率 83% ビジター 0名 プルタブ累計 1kg

メーキャップ 2名 総出席者数 11名 古切手 170g

修正出席率 100% スマイル 9,500円 古切手累計 895g

今年の12月(クリスマス)例会は、12月17日(火)18:30～「松

韻」で開催されました。開会点鐘、開会挨拶に続きワイズソン

グ斉唱、ワイズの信条の唱和と続きました。 

会長挨拶では、あっというまの上半期というお話でしたが、

次期会長選考会で、めでたく、次期2020-21年度の会長候補が 

決定された旨、ご報告をいただきました。正式なご報告は富

士山部へお届けいたしますのでお楽しみに。 

また、この1年例会に参加いただいた大村メネットの紹介

と、1月のメネットの集いin三島クラブのご案内があり、今年

も、メネットでのランチが予定されています。 

私も参加したいのですが、おいしい料理を皆さんで作り、一

緒に味わえる時間は大事だと思っています。感謝です。 

12月のハッピーバースディは、相川ワイズと渡邉ワイズメ

ネットでした。クリスマスの季節にふさわしい素敵なお花のプ

レゼントが準備されていました。 

このあと、順番を変更して、書記報告と委員会報告が行われ 

12月の活動報告と、12月22日の恵明学園でのクリスマス会

奉仕活動の案内と、歌やゲームの練習も行いました。 

鈴木ワイズの食膳の感謝に続いて、今年も第二部三島クラブ

のクリスマス祝会が賑やかにかつ和やかに行われました。 

おいしい料理、素敵な仲間との時間、おしゃべりという「三

大珍味」に舌鼓を打ちつつ、2019年を共に振り返る大切で素

晴らしい時間を過ごしました。 

今回は、急病などで100％の出席が叶いませんでしたが、い

つも、ワイズの信条にある

ように、会合には出席第

一、社会には奉仕第一を旨

とする、三島クラブ12月例

会報告を感謝して終わりま

す。メリークリスマス＆

ハッピーニューイヤー



THE SERVICE CLUB OF THE Y.M.C.A AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBTHE SERVICE CLUB OF THE Y.M.C.A AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUB

三島ワイズメンズクラブ　2020年1月号ブリテン 
＜発行：会報・広報委員会（相川・石川・光永）＞ 
掲載内容に関することは☎090-1415-0386（相川）まで、お気軽にお問い合わせください

第59回恵明学園クリスマス会奉仕活動報告東山荘感謝会に参加して三島ワイズメンズクラブ会長　年頭所感

会計・農園委員長　藤田　小夜子 

　今年も昨年に続き御殿場のYMCA東山荘感謝祭に参加さ

せて頂き、今回は二回目だけに昨年よりは様子が分かって居

たので私的には緊張度が和らいで会場入りが出来ました。　 

光永（日本YMCA同盟東西担当主事）の司会で感謝祭が始

まり、神崎総主事の東山荘を取り巻く参加者に感謝の挨拶が

有り、東山荘を支えて下さっている御殿場市の名士の方々の

中からYMCA東山荘地域活動委員の渡辺さんの乾杯により賑

やかな歓談のひと時となりました。 

　ワイメンズクラブアジア太平洋地域　田中博之会長の祝

辞と御殿場　若林市長の祝辞もされ、東山荘チーフの料理の 

説明の時、使用されているのが三島クラブの野菜だと紹介

とＰＲをして頂き大変有難かったです。出された料理もデ

ザートも大変おいしく戴きました。 

　今回のメイエベントはオペラで～椿姫スーパーハイライ

ト～と名打っての椿姫の舞台でした。先日、たまたま他の 

オペラ歌手のコンサートに誘われた事も有って、オペラの 

素晴らしさがより一段と増したそんな良い機会に恵まれま

した。　其の後ポジティブネットYMCA募金と続き、御殿場

クラブの杉山將己Ｙ’SがYMCA東山荘　友の会副会長とし

て、挨拶をされ感謝祭は閉会となりました。 

　そういえば、もう一つ良いことが有りました。9/2

（月）～9/6（金）のアジア・太平洋YMCA大会の中の9/4

（水）の柿田川見学に青木さんと藤田の二人が参加同行をし

たことを田中博之会長がお礼を言って下さいました。出来る

ことをしただけなのに・・・それでも矢張り覚えて居て下さ

たとは思いがけなくて素直にうれしかったです。 

　　農園委員長　藤田小夜子 

　今年の農園は台風と大雨に見舞われた割には、人参の不

毛を除いては気候が暖かかった所為か例年になく成長が良い

と自負している処の12月。師走に入るとやはりいつも通り 

野菜の収穫も忙しなくなった。 

12/1（日）2名、12/5（木）2名、12/6（金）2名、12/7

（土）1名、12/10（火）1名,12/15（日）3名、12/21

（土）10名、12/25（水）3名、12/28（土）1名で、12月は

延べ人数25名での収穫をし、更にファンドとファンドに協

力をして下さった周りの方々に感謝です。メンバーの皆さん

はもちろんの事、特に指導をして下さる宮沢先生を初め御殿

場クラブのメンバーの皆さんの施肥、種蒔き、植苗、草取

り、間引と諸作業に渡っての協力は、稼働人数が少ない我が

三島クラブには、本当に力強い有難い存在クラブです。 

お陰様で12月のファンドは前半が4万1千7百円，後半が4

万7千2百円で合計8万８千９百円でした。 

　因みにその後の農園は暖かい日が続き大根とブロッコリ

の横芽の成長が著しくメンバーの皆さんのお出でを待ってま

す。

会長　石川 敏也 

新年おめでとうございます。年頭にあたり謹んでご挨拶を申し上げ
ます。 
昨年、38年ぶりに来日したローマ教皇は長崎、広島を訪問し、「原
子力兵器の使用は人類に対する犯罪行為」と明言するとともに核の
傘の偽善性を批判した。また、「今、行動しなければ、私たちは“平
和について話すだけで何もしなかった人々”と次の世代から非難され
るだろう」と語り、「二度と繰り返さないためには“記憶する”ことが
大切である」と訴えた。 
　あるイギリスのジャーナリストは、同じ過ちを何度も繰り返す
植民地時代の“英雄”たちの行動様式を次のように記述した。 
　“妄想や物語で自身を欺き、過去にしてきた行為の辻褄を合わ
せ、過去の記憶をごまかし、何万もの記録を組織ぐるみで破棄し、文
書をまとめて燃やし、海に投げ捨て、歴史を消し去ったうえで、集団
で忘却する・・・”。 
歴史を記憶し、事実に向き合い、実現したい理想を語り、実行プラ
ンを作成し、行動を起こすことが何よりも重要なのだと。これはワ
イズメンズクラブへのメッセージでもあるかもしれない。会を存続
させ、成長させてゆくことの意味はどこにあるのか、前へ踏み出せ
ているか、私たちはもう一度自身に問う必要がある。 
残り半年となった会長任期ですが、あの年、何かが変わったよ
なぁ・・・なんて思い出してしまう、そんな年にしたいと思います。 
　本年もご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。 

　YMCA連絡員　大村　俊之 
2020年１月９日㈭18:00～18：30　於：熱海YMCAセンター 
理事運営委員会　　 
　出席；森、稲田、長谷川、牛田、青木、久保田、勝又、大村、鈴
木忠、杉山、石川、 
村上（熱海クラブ会長代理） 
開会挨拶　森　重男理事長　 
各担当理事運営委員　活動報告  
森理事長　熱海クラブ 
　　年賀状コンクール　250名の応募　郵便局長表彰式　実施 
　　2月スキー教室に40名の応募があった 
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
クール作品展示 
　　市役所ロビー　～12月20日まで 
　　恵明学園クリスマスイベントに協力　12月22日（三島福祉会
館） 
　　恵明学園クリスマスケーキ　寄贈 
　　農園収穫活動　協力Ｙｓ（沼津、御殿場、熱海グローリークラ
ブ）東山荘、その他 
久保田理事　伊東クラブ　2月スキー教室　70名の申し込み 
石川委員　富士宮クラブ　神話の読み聞かせ会実施　　 
　風祭の神事行事に参加 
杉山委員　御殿場クラブ　アジアＹＭＣＡ大会に協力（食後の片付
け） 
理事長　沼津クラブ小林隆ワイズが東日本区事務局職員後任に任用
決定 
議　題 
　１．使用済み切手・年賀はがき当選切手の収集について　陣内富
士山部国際交流事業主任 
2月末までに収集し、3月のＹＭＣＡ理事会に提出。 
3月の東日本区次期役員研修会時に東日本区に提出する（陣内国際
交流事業主任が持参） 
2．次回理事運営委員会　センターにて令和2年3月　 
新年懇親会　　18:30～20:00　於：ジョナサン　会費1,000円　
参加者９名 
　　　　　　　三島クラブの参加者　鈴木、大村 

福田淑子ワイズ入会挨拶＆自己紹介

光永　尚生 

12月22日(日)の17:00~20:00まで、三島市

社会福祉会館の4階を会場として、第59回恵

明クリスマス会が開催されました。 

この催しは、社会福祉法人恵明学園が毎

年、施設の子どもたちだけでなく、関係

者、市民の皆さん、ボランティアなどとと

もにクリスマスのひと時を過ごすという、

長年続けられてきた会です。 

三島クラブは、4年ほど前から、クリスマス

の祝会に参加し歌やゲームのコーナーを担

当させていただき、子供たちと参加者の

「つながりと関わりを深める役割」を担ってきました。 

市長も参加されていましたが、200名くらいの参加で盛り上が

りました。 

今年は、三島クラブから、石川会長、

大村ワイズ、青木ワイズ、鈴木ワイズ、

岡田ワイズ、渡邉ワイズ、日吉ワイズ、

福田ワイズと光永と9名の参加でした。

みんなで、お揃いの三島ワイズメンズク

ラブブルージャンパーを着用しましたが、三島でも、三島クラブ

カラーのブルーが定着してきたのではないかと、密かに、喜んで

おります。 

奉仕内容は、いつものように、大サンタとゆかいな仲間たちと

いう構成でしたが、今年は日大三島高校の2年生3名が合同で参加

してくれていつもに増して、楽しい会となりました。 

大サンタに合わせた、歌とゲームで会場は、たいへん盛り上が

りましたが、とりわけ、子供たちも飛び入りで参加してくれた、

米津玄師の「パプリカ」のエンディングでは、子供たちの踊り

と、BGM、会場の合唱で、みんなが一つとなっているようにも感

じました。 

子どもたちの発表会は、いつものように、幼児部から小学生、 

高校生と工夫を凝らした、素晴らしい発表が続き、心が温かく

なりました。 

これからも、子供たちの成長を見守り、未来の担い手が育つ場

面に三島ワイズメンズクラブの一人一人が、できることを通して 

「繋がり」「関わっていく」時間を創るようにしたいと感じま

した。 

すべてのことに感謝し、報告いたします。 

メリークリスマス!(大サンタさんのクイズによれば、メリー=楽

しいという意味)

福田淑子 

　令和元年夏に三島ワイズメンズクラブに入会

しました福田淑子です。どうぞよろしくお願い

いたします。 

クラブの具体的な活動をあまり知らないまま入

会しましたが、これから勉強し皆様のお役にた

てば嬉しく思います。 

今回は自己紹介ということで、私の6４年の歩みをお伝えし

ます。 

戦後10年ほどたった昭和31年(1956)に清水町に生まれ、旧

姓鈴木、清水小、清水中、沼津東高校、東北大文学部史学科

を卒業。昭和53年(1978)三島市役所に入り、平成28年(2016)3

月に退職しました。 

このうちの23年間は三島市郷土資料館(楽寿園の中にありま

す)の学芸員として仕事をしています。三島市を中心とした地

域の歴史、民俗、文化等の調査研究・企画展開催・講座講演

会の開催などを行い、 

市民や来館者に、三島地域について深く理解していただく

ようつとめてきました。楽しかったのは縄文土器つくり。小

学生たちは3日かけて土練(つちねり)から野焼(のやき)まで行

います。炎天下、炎の中から土器が出てきたときの子供たち

の不安そうなそして感激した顔は毎年夏の一大行事でした。

また、終戦50周年の年に企画した「三島と戦争展」では市内

の神社や寺を調査してまわり戦争犠牲者の供養碑が多く残さ

れていることに驚きました。長い郷土資料館勤務の最後は館

長でしたが、40代後半に郷土資料館を離れます。生涯学習、

街づくり、学校教育、市民相談室、広報広聴などの仕事に携

わりました。退職後も3年間は郷土資料館で学芸員としてお手

伝いしておりましたが、昨年3月そちらも卒業しました。 

どの部署でも困難はありましたが、出会いや感動があり、

多くの方々に助けていただいて乗り越えることができたと感

謝しています。 

また、27歳で結婚して三島市に住み、1男2女に恵まれ3人

とも成人しましたが。まだ誰も結婚しておらず、孫が欲しい

なと思い始めた私には頭が痛い問題です。 

10代から絵や美術作品を見るのが好きで、趣味の一番は美

術館・博物館めぐりです。佐野美術館の企画展にはできる限

り足を運びます。最近印象に残っているのは、根府川(小田原

市)にある西浦測候所(屋外美術館)がすばらしかったです。海

と自然景観と歴史遺物と工作物との調和が見事でした。 

　三島ワイズメンズクラブの活動に参加することで、今まで

育ててくださり、励まし助け

ていただいた方々への恩返し

になればいいなと思っていま

す。

YMCA報告

第7回　農園だより


