
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

いつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝するようにと言う。実は、こどもたちはいつも喜んでいる。絶えず祈っている。どんなことにも
感謝している。大人には見えないものが見えている。彼らの方が広い世界に生きている。喜び、祈り、感謝する子らこそ幸いである。

2/06  岩田 Y's
2/26  石川 Y's

該当者なし

会長挨拶：沼津クラブ　会長代理　大村貴之ワイズ　　　　　　　
　　　　　三島クラブ　会長　日吉和代ワイズ
　　　　　御殿場クラブ　会長　芹澤次子ワイズ
☆御殿場クラブより新型コロナウイルス感染予防冊子の御殿
　場市内小中学校への配布報告
ビジター紹介・ゲスト：三島クラブ　大村メネット
誕生日： 光永 M・ 1/2、福田 P・1/9、福田・1/14
　　　　青木・1/23、藤田・1/25
結婚記念日：光永夫妻・1/17　みんなでバースデイソング
ウクレレ演奏：2 人組ユニット「虹色の種」
　　　　　　　中島みゆきメドレーなど演奏
出席率報告・スマイル：各クラブ
閉会の言葉：司会者　
閉会点鐘：三クラブ会長

2月No.519
2021

強調： TOF

2021 年 1 月 三クラブ合同例会報告

書記　光永 尚生

日　時：2021 年 1 月 14 日 ( 木 )　18:30 ～ 20:00
方　法：オンラインによる ZOOM 形式
参加者：相川ワイズ事務所：日吉会長、相川ワイズ、石川ワ
　　　　　　　　　　　　　イズ、渡邉ワイズ
　　　　自宅：大村ワイズ、岡田ワイズ、福田ワイズ
　　　　事務所：光永ワイズ
　　　　ゲスト：大村メネット
欠席者：青木ワイズ、藤田ワイズ　　　　　
出席率：8 名 / 在籍 10 名中→出席率 80％
御殿場クラブ：YMCA 東山荘行動からグルーブでライブ参
　　　　　　　加
沼津クラブ：各自自宅から個別に参加
富士山部：伊藤一芳部長様 ZOOM 参加

【合同例会次第】
開会の言葉：御殿場クラブ担当主事　山根一毅ワイズ
開会点鐘：三クラブ会長
ワイズソング斉唱：中止
ワイズの信条：全員
聖句について：YMCA 東山荘所長　森田義彦氏

2021 年 2 月例会：2 月 16 日（火） 18:30 ～　コロナ対策により中止

いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。 テサロニケの信徒への手紙一　5 章 16 節～ 18 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

2021年2月 第8回 役員会議事録

日　　時：2021 年 2 月 4 日（木） 19:30 ～ 20:30
　　　　　18:30 からの、沼津・御殿場クラブとの合同協議会後
　　　　　に開催
場　　所：各自 ZOOM により参加
出　　席：10 名中 7 名（相川ワイズ事務所：日吉会長〇、相川 B
副会長〇、藤田●、渡邉●、石川〇）（ZOOM：青木 A 副会長●、
大村〇、岡田〇、福田〇、光永〇）＋大村メネット　計 8 名
協議事項（日吉会長 /光永書記）
■青木ワイズ休会の件に関して、光永書記より、富士山部、東日
本区への報告を行い、休会届の受理が認められたことの報告が
あった。休会期間は、2021 年 1 月から 2 年間。
■藤田ワイズの休会等に関しては、今期終了時に協議となること
の報告があった。
■富士山部第 2 回評議会は中止となったため、書面での議案書評
決が行われた。第 1 号議案の輪番制への提言と、第 2 号議案 CS
資金の配分に関しては、承認された。両議案共に、三島クラブが
関係する議案であり、第 1 号議案は、継続審議中。第 2 号議案は、
鈴木忠雄ワイズのご逝去後の、三島クラブの主査代行業務として
調整した議案となっている。その議案が、承認されたことは三島
クラブとしても感謝である。
■相川会計より、クラブ会費納入のお願いと、富士山部部費の
納入報告がなされた。また、CS 資金の、1,250 円× 10 名の資金
を、クラブ会費から拠出する案が提案されて、クラブ会費から、
12,500 円の拠出がなされることとなった。
■国際投票は終了し、インドエリアからの会長選出となった。
■ブリテン・会報のリレーエッセイでは、福田ワイズの登板となっ
ているが、担当を依頼することとなっている。
■ 2 月の TOF 献金の扱いについては、どうするかを協議する必
要がある。三島クラブとしては、例年、CS 資金、TOF 資金の納
入は継続していることでもあり、支払うことを決議。
■メネットについての寄付依頼があり、予算× 0.7 という考え方
で登録していくこととした。
■ 3 月の例会は、3 月 16 日 ( 火 )18:30 ～の実施を前提に準備・計
画していく。また、年間計画通り、4 月、5 月、6 月の例会開催は、
予定通りに行うこととする。

在籍者 10名 メネット 1名 スマイル累計 14,000円
出席者 7名 ゲスト 0名 プルタブ 0g
出席率 70％ 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 8名 古切手 0g
修正出席率 70％ スマイル 0円 古切手累計 0g

三島ワイズメンズクラブ  2021 年 2 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7回【海外編始動】第1弾ハワイオアフ島 in 
USA(3回シリーズ)「ハワイは学びの街？＜観光
の街？」
　今回からは、くまもんおじさんのブラタモリ紀行番
外編 海外編を連載いたします。
　私は、アメリカでの研修を3か月受けたことがあり
ます。何度か渡米していますが、その中でも印象深
い、ハワイ・オアフ島での3週間をお届けいたしま
す。ハワイのホノルルYMCAは、オアフ島内に10か
所程度のブランチがありますが、有名なアラモアナ
ショッピングモールの真正面に、セントラルブラン
チがあります。私は、3週間もそこに滞在し、午前
は語学研修、午後はフリーという夢のような生活を
送っていました。夕方以降に、ホノルルにあるカリヒ
YMCAで、ワイズメンズクラブの皆さんと例会に参
加したこともありました。ちょうど、横浜からウクレ
レの今村さんが来られていて、入会式にも参加しまし
た。毎日の語学研修をまじめにしなかったおかけで、
私の語学力は、「熊本弁レベル」と、今も酷評されて
いますが、午後からのフリー時間は、最大限満喫しま
した。ワイキキのサーフライダー、マイタイカクテル
のサンセットツーリング、そしてダイヤモンドヘッド
の登山(実は火口なんですよね)、頂上にはトーチカが
あります。また、ハナウマ湾でのシュノーケリング、
アラモアナビーチでの海水浴、ワイキキ通の散策、
フィッシャーマンズワーフでのレストラン、ノース
ショアでのヒッグウエーブの見学など、いまも鮮明

に覚えています。ノースショアには、Honolulu YMCAのCAMP EARDMAN
があります。もちろん、真珠湾で戦艦アリゾナの上から、当時の想いを感じ
たり、チャイニーズハット、ポリネシアンカルチャーセンターなどなど、有
名なところを3週間かけて、いろいろな方たちに連れて行っていただきまし
た。ワイズメンの皆さんとYMCAのスタッフや理事の皆さんには、感謝し
てもしきれませんでした。「汝の若き日に、創り主を覚えよ」という言葉が
ありますが、40歳くらいで、このような体験をしたことは、60歳となった今
も、原体験であると思いますし、自分がYMCAやワイズメンズクラブを通し
て、世界とつながっていることを知る、おおきなきっかけでありました。感
謝しています。
　さて、私はその後、イリノイ州シカゴ、ニューヨークCity、ミズーリー州
セントルイス、テネシー州ナッシュビルで研修を受けて、YMCAという世界
大のつながりに深く触れました。3回シリーズでお伝えいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ルート66」という書籍も懐かしいですね。
ホノルルYMCAのロケーション

ダイヤモンドヘッドからのワイキキビーチ ノースショアで遊ぶ「くまもんおじさん」 今は立ち入りできない、ハワイNO1の任期「ハナウ
マベイ」で、くまもんおじさんのシュノーケリング


