
例会日︓毎月第 3 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︓三島市民活動センター 4F 会議室 三島市本町 3-29 本町タワー

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

ここでイエスが祈っている「一つ」という事柄は、我々人間が作り出す「一つ」ではない。神による存在としての「一つ」である。そこには、
違いを受容し、自らを与える生き方がある。真実に「一つ」である世界は、受容と贈与における「一つ」の世界である。

10/08  長澤 M
10/09  日吉
10/20  渡邉
10/25  光永

10/10 福田夫妻
10/21 相川夫妻
10/22 長澤夫妻

10月No.515
2020

強調： EMC・E・YES

富士山部部大会に参加して

富士山部地域奉仕事業主査　鈴木 忠雄

　来る 9 月 26 日（土）、部大会は富士山 YMCA（グローバ
ル・エコ・ヴィレッジ）で開催されました。当日は曇りのた
めに視界が悪く、富士山にいくほど霧がひどくなり富士山
YMCA に着いても富士山や周りの景色が見られなくて残念
でした。
10：45 オープニングは、おとのくにブラスよる演奏。司会
は富士宮クラブ佐藤英子さん。
11：00 より今期部長の伊藤一芳殿の開会点鐘。続いて富士
宮クラブの稲葉晃司会長による歓迎の挨拶。参加者全員でワ
イズの信条・ワイズソング斉唱を。富士山部部長の挨拶に続
き来賓・ゲストの紹介から直前部長の下田クラブ長田俊児様
の挨拶に。続いての記念植樹はブルーベリーでした。天候状
態が定まらないため富士宮クラブの皆さんが前もって各クラ
ブの分を植樹してくれておりました。各クラブの皆さんは大
変助かったと思います。ブルーベリー前にてクラプ名を打ち
込む事業と記念撮影をしました。その後、富士山部監事の増
田隆殿の乾杯から昼食懇談に。締めは朝霧 A5 サーロインス
テーキに富士宮焼きそば。
閉会の言葉は次期富士山部部長の小原進一殿。閉会点鐘は部
長の伊藤一芳殿が行い終了しました。三島クラブは日吉和代
会長と鈴木忠雄の2名が参加。全体で約50名の参加者でした。
14：00 に閉会しました。

2020 年 10 月例会：10 月 20 日（火） 18:30 ～　コロナ対策により中止

すべての人を一つにしてください。　　　　　　　　　　ヨハネによる福音書　17 章 21 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10月 第4回 役員会議事録

日　　時：2020 年 10 月 6 日（火） 19:00 ～ 20:30
場　　所：各自 ZOOM により参加
出　　席：11 名中 8 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●、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
9 名
協議事項（日吉会長 /光永書記）
■議題：9 月活動報告の件・10 月の活動計画、スケジュールの件
▶三島クラブ全体の確認がなされ、委員会報告を行った。
■議題：次次期富士山部役員の件▶富士山部より、次次期の富士
山部部長の排出の件で依頼があったが、日吉会長から、沼津クラ
ブ、御殿場クラブに、トライアングル形式でのキャビネットの依
頼ができないかを打診していただいた。部長を三島クラブから排
出して、会計、書記を沼津、御殿場クラブの協力を得たいが、正
式な決定に至るまで両クラブの協力をお会いで行くこととした。
それが叶えば、副会計、副書記の排出も検討していく。富士山部
大会に、日吉会長と参加された鈴木ワイズからは、富士山部大会
の所感および、次次期富士山部部長の排出に関しての、三島クラ
ブへの期待が述べられた。自薦他薦なども含めて、今後真央向き
に検討していくこととなった。
■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 月と今後、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：東日本区大会の案内が始まった。あずさ部甲府 21 のホ
ストで各自登録の方向を検討することとなった。
活動報告
■報告：富士山部大会の件が、鈴木ワイズの文章により報告が行
われた。
活動予定
■ 11/10（火） 11 月度役員会＠相川ワイズ事務所＋ ZOOM
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：9/1（火）農園見回り、9/12（土）宮沢氏への役員会報
告のため訪問（藤田委員長）
BF・EMC・YMCA委員会（福田委員長）■報告：なし
IBC・DBC・親睦・プロドラ委員会（渡邉委員長）
■報告：なし
会報・広報委員会（石川委員長）
■報告：9/19（土）：ブリテン 9 月号の発行。9/28（月）：ブリテ
ン 9 月号の PDF データを東日本区 HP にアップ。
■報告：封筒（角 2）の在庫がなくなり増刷をした。
ワイズメネット委員会（大村委員長）
■報告：なし
富士山部地域奉仕事業（鈴木主査）
■報告：なし
静岡YMCA（大村連絡員）
■報告：9 月の理事運営委員会は中止。10 月１日 ( 木 )18:30 ～ 於：
静岡 YMCA センター ( 出席 11 名欠席 7 名 )、司会は長谷川運営
委員長。開会挨拶を森理事長、各活動報告を理事運営委員。
■課題：1. 静岡 YMCA に名称変更の手続き経過と完了および広
報についての報告　2. 永年勤続委員を名簿により 50 年 3 名 25 年
2 名同盟へ推薦した　3. 宝くじ協会テント同盟に申込み 富士宮 2
基伊東 1 基　4. 改訂定款コピーを委員に（保存用）配布 クラブへ
の広報要望　5. その他 委員会のオンライン化を検討、「熱海ライ
フ倶楽部」広告費援助の要望 在籍者 11名 メネット 1名 スマイル累計 14,000円

出席者 8名 ゲスト 0名 プルタブ 0g
出席率 73％ 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 9名 古切手 0g
修正出席率 73％ 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 10 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。

ブリテン投稿リレー第 2 回 

　三島に水の街が復活と清住緑地の想い出

副会長　青木 利治

　60 年ぶりに三島に水の街が復活しました。私が小学生時
代三島の街中の川は水があふれるほど流れていました。当時、
西小のグラウンドに湧き水が出ていて、その水を飲んだりし
ました。その後、上流部の開発と共に三島の湧き水は枯れて
しまいました。今年は源兵衛川、桜川、御殿川が昔のように
水が復活し、楽寿園の小浜池が２メートル以上の高さまで水
がきました。30 年前、三島の街の川がドブ川になってしまっ
たことを憂いて、三島ゆうすい会が誕生しました。少しでも
綺麗な水が流れるように活動してきたことが報われた気持ち
であります。その復活の原因として、去年の秋に台風 19 号
の大雨が降ったことから、その後も万遍無く雨が降ったこと
が考えられます。これからも三島の街に富士山からの綺麗な
水が流れることを希望します。
　三島市と清水町の間に境川があります。そこに清住緑地公
園がリニューアルされて、今年の 7 月に湧き水が噴出してい
る自然豊かな公園になったことをお知らせします。私の子供
時代は湧き水が出ている池がありまして、よくハヤやザリガ
ニやサワガニを取ったりしました。夏には蛍が飛んでいた記
憶があります。そして、境川を挟んで清水町の子供たちと石
合戦など、子供時代に遊んだ想い出があります。そのころ清
住緑地の周辺の大きい池を「玉が池」と言っていました。今
では言われていませんが懐かしく想います。皆さんも是非、
清住緑地を訪ねて見てください。


