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会 長

主 題

書 記 会 計日吉和代 A副会長 B副会長青木利治 相川 毅 光永尚生 副書記 石川敏也 相川 毅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際会長：価値観、エクステンション、リーダーシップ（Jacob
-Kristensen：デンマーク）アジア太平洋地域会長：変化をもたらそう（David Lua：シンガポール)東日本区理事：変化をたの
しもう！（板村哲也：あずさ部）富士山部部長：ワイズだから出来ることが有る！粋にやろうぜ！富士山部！（伊藤一芳：富士宮）

三島クラブ会長主題：和・楽で活動を！！ （日吉和代）

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

「わたしの恵み」とは、イエスが与えているすべての善きもののことであるが、それらは「十分に与えられている」とイエスはおっしゃった。
「ある」ときも「ない」ときにも神の力が働いている。いや、むしろ「ない」ときにおいて「十分に与えられている」のである。

9/29  岡田 P 該当者なし

9 月のワイズ農園だより

CS：農園・絵画コンクール委員長　藤田小夜子

　今期（今年）の農園はコロナ禍の中、梅雨が長く、開けた
と思いきや猛暑に次ぐ猛暑での熱中症によるダブルの注意喚
起。それでも、9月に入れば少しは涼風が立つかと期待は薄
いが農園の見回りをしてきたある日、農園活動の指導者であ
りサポートして下さる先生より「今年はコロナ禍もあり、体
調の管理もしたいので、休園としてもらえないか」との相談
がありました。正直、今期は実働できる唯一の活動が農園事
業だけに、私なりに張りきってきましたが、先生無しで高齢
者の多いクラブメンバーだけではコロナ、熱中症の事ことを
苦慮、考慮すると止むなき事かと思い副委員長と相談の上、
役員会に休園の申し入れをさせていただき、了解していただ
きました。
　これからの農園事業は、今回のみならず温暖化とメンバー
の高齢化も鑑みて活動の仕方を考慮してゆかねばならない時
期に来ているのかも知れません。写真は 9月 1日の農園の様
子です。先生がきれいにトラクターを掛けてくださってあり
ました。

9月No.514
2020

強調： CS・YMCA サービス・パートナーシップ

ブリテン投稿リレー第 1回

会長　日吉 和代

　世の中コロナ、コロナで毎日コロナと聞かない日はない。
　伊豆の国市も感染者 0だったのに、最近 1名の発生。市の
施設・共同浴場の中止、大変です。私たちも三密を避け、コ
ロナにかからない・うつさないよう気を付けましょう。
　また、この 1週間で総理大臣が交代。安倍総理から菅総理
に変わったこれからの世の中、何が変わるか期待します。
　私たちも9月 8日（火）、ズームでの役員会を開催。世の中、
変わったのですね。昔の人である私は、なかなかついていけ
ない世界です。つきあっている皆様も大変と思います。その
会議の中で、前期（第 43期）石川会長の 1年間の役職に対
して感謝の盾を贈ることが出来ました。例会の中、皆さまの
前で表彰式が出来たらもっと良かったのに残念です。1年間
本当にご苦労様でした。
　これからのワイズの在り方、運営方法をどう実行していけ
ばよいか解らず困っています。何か良い案がありましたら声
かけしてください。これからも皆、健康に気を付けてガンバっ
ていきましょう！！

2020 年 9月例会：9 月 15 日（火） 18:30 ～　コロナ対策により中止

わたしの恵みはあなたに十分である。　　　　　　コリントの信徒への手紙二　12 章 9 節

Happy Birthday Happy Anniversary



TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT　強い義務感を持とう 義務はすべての権利に従う

2020年9月 第3回 役員会議事録

日　　時：2020 年 9 月 8 日（火） 19:00 ～ 20:30
場　　所：各自 ZOOM により参加
出　　席：11 名中 9 名（相川ワイズ事務所：日吉会長〇、相川 B
副会長〇、藤田〇、渡邉〇、石川〇）（ZOOM：青木 A 副会長〇、
大村〇、岡田●、福田〇、鈴木●、光永〇）＋大村メネット　計
10 名
■役員会前に、石川直前会長に対して、三島クラブから感謝の盾
を贈呈しました。
協議事項（日吉会長 /光永書記）
■議題：役員会を、第二例会の体裁で、アニバーサリー紹介、な
ど行ってはどうか？▶次回から実施。
■議題：次次期富士山部役員の件▶意見交換を行い継続審議とし
たが、沼津・御殿場クラブの会長と日吉会長に意見交換をしてい
ただく。
■議題：例会日程確認の件▶例会日程に関しての意見交換がなさ
れて、以下の日程案が承認された。12 月、1 月 ( 合同予定を計画 )、
3 月、6 月。今後、日吉会長期の年度内に、4 回の予定を組んで例
会の準備を行う。
■報告：富士山部大会のゴルフコンペは中止となり富士山部大会
には日吉会長
■報告：東日本区大会の案内チラシをメーリングリストにて送信。
■報告：角 2 封筒増刷（石川ワイズ）大村ワイズ宅に納品予定。
活動報告　■特になし
活動予定
■ 10/06（火） 10 月度役員会＠相川ワイズ事務所＋ ZOOM
※ 11/03（火）は祝日のため翌週の 11/10（火）に開催。
会計（相川会計）
■報告：前期会費納入のお願い。通常の1/2で納入をお願いしたい。
会費の振込みはこちらまで＝三島信用金庫　三島北支店　普通預
金　1246706　名義：三島ワイズメンズクラブ
CS：だがしや楽校委員会（青木委員長）■報告：今期中止
CS：見晴・恵明学園・ふれあいまつり委員会（岡田委員長）
■報告：今期中止
CS：絵画コンクール・農園委員会（藤田委員長）
■報告：8/6( 木 )、9/1( 火 ) 農園見回り
■議題：農園活動に関して▶先月から今月にかけて、天候その他
の理由から農園を休園としていただけないかと相談があり、協議
した結果、今年度の下半期の農園活動は休園することとなった。
BF・EMC・YMCA委員会（福田委員長）　
IBC・DBC・親睦・プロドラ委員会（渡邉委員長）
■報告：第一例会にてアニバーサリーを実施するか検討。
会報・広報委員会（石川委員長）
■報告：8/18（火）＝ブリテン 8 月号の発行。8/24（月）＝ブリ
テン 8 月号の PDF データを東日本区 HP にアップ。
■報告：ブリテン 9 月号の原稿は、連載記事：光永、農園報告：藤田、　　　　　
議事録：書記、その他：日吉会長挨拶文を予定。
■報告：今後、メンバーによるリレー執筆を計画。10 月 / 青木、
11 月 / 相川、12 月 / 渡邉、1 月 / 大村、2 月 / 福田、3 月 / 岡田
4 月 / 鈴木、5 月 / 石川、6 月 / 藤田　※例会報告もプログラムも
ないので A4 での発行を予定している。各会員は、写真を必ず添
付すること。
ワイズメネット委員会（大村委員長）
■報告：8 月の活動報告＝例会に参加。9 月のスケジュール＝農
園事業に協力予定。
富士山部地域奉仕事業（鈴木主査）　■報告：特になし
静岡YMCA（大村連絡員）
■報告：中学生英語スピーチコンテスト中止の連絡。7 月 10 日　
各学校長、英語担当教師宛に森理事長名で中止の連絡をした。
■報告：NPO 法人の名称変更手続き。7 月 27 日に登記完了（稲
田副理事長所管）同盟の手続き完了の見通しがついた（約 1 ヶ月
を要した）看板完成、センターに設置した。
■報告：9 月 3 日予定の理事運営委員会は 8 月 20 日に森理事長よ
り中止の連絡あり。

在籍者 11名 メネット 1名 スマイル累計 14,000円
出席者 9名 ゲスト 0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 0名 総出席数 10名 古切手 0g
修正出席率 82％ スマイル 0円 古切手累計 0g

三島ワイズメンズクラブ　2020 年 9 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。

くまモンおじさんのブラタモリ紀行 《三島クラブ編》

ブラタモリで放送された場所で、くまモン光永が
訪れた場所をシリーズで「ブラタモリ紀行・三島
クラブ編」としてお届けいたします。お楽しみに！

第3回「上州編・群馬・富岡製糸場～草津よいとこ一
度はおいで」
　日本には、海に面していない県が8つあることをご存じ
でしょうか。昔、クイズタイムショックの前身の番組で出
た、100万円の問題でした。8つの県には海がありません。
群馬県は、そのひとつなのですが、有名な場所が多くあり
ます。群馬といえば、何といっても草津温泉です。東の横
綱：草津温泉、西の横綱：別府温泉とも称され、温泉の噴
出量を競い、「草津よいとーこぉ、一度はおいで」と、お

姉さんたちが湯もみをしている
「湯畑」は、とても有名です。
近年、箱根の大涌谷、草津の白
根山、霧島の新燃岳という、3つ

の火山が噴火したことは記憶に新しいのですが、なぜか、
次男のリゾートホテル勤務地で、転勤になったばかりの時
に、噴火しています。従いまして、息子の転勤に乗じて、
妻と温泉三昧に行くたびに噴火の話題となっていました。
とても不思議ですが、よーく考えると温泉地は、火山の近
くにあるということですよね。
　草津温泉の近くには、軽井
沢、赤城山、妙義山、ラグビー
の聖地「菅平」、そして富岡
製糸場などがあります。近くと
いっても、山を越えなければな
らないところですが。群馬は、
私の故郷の熊本から遠く離れ、
関係性が薄いと思っていましたが、実は、いろいろなとこ
ろで、つながりと関りがありました。人生とはまことに不
思議なものであります。旅をする動機とは、どこにどう転
がっているかわからない楽しい出会いです。
　まず第一に、私の義父の勤めていた会社は、富岡製糸場
の会社である片倉工業といいます。従いまして、熊本に

いる妻は八王子で生まれ、松本
にて育ち、福岡に行き、今の熊
本に移り住みました。実家の応
接間には、宝物のように富岡製

紙場の刺繍の額縁が飾られています。とても立派なもので
す。富岡製紙場と絹産業遺産群は世界遺産に登録されてい
ますので、夏はとにかく暑いですが、一度足を運んでみて
ください。また、職員にも2名の群馬出身者がおります。
今のぐんまYMCAの責任者は、私が初めて担当した研究所
の研究生の方です。ともあれ、群馬は山国ですから、東京

からバスで草津温泉へ、または
高速道路で山を越えるか、軽井
沢方面から菅平の下を通り入る
かなど、いくつかの方法があり
ます。夏山のすがすがしさ、冬
のスキーと温泉、広大な上州、
ローカル線の上毛線で、ゆっく
り電車の旅もお勧めです。急が

ば回れですね。山国ですが、海の幸も美味です。【写真は上
から「草津温泉湯もみショー」「草津白根山」「富岡製糸場」「ラ
グビーの聖地 菅平（地元宿舎が、今ピンチに立っています）」】


