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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

神様が必ず私たちと共にいてくださる。どれほど心強い約束でしょう。過去に過ちを犯したモーセは、この神様の言葉を聞き、この言葉を支えとし、
見事、イスラエルの人々をエジプトから連れ出すことに成功しました。

3/05  長澤 Y's
3/18  青木 M

3/11  岡田 Y's

第 2 分野 雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活
の調和、第３分野 地域における男女共同参画の推進）と基
本目標Ⅱ安全・安心な暮らしの実現（第５分野 女性に対す
るあらゆる暴力の根絶、第６分野 男女共同参画の視点に立っ
た貧困等生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する環境
の整備、第７分野 生涯を通じた健康支援、第８分野 防災・
復興、環境問題における男女共同参画の推進）の計 7 分野が
地域社会の課題といえます。
　ワイズメン・ウィメン・メネット（私自身も含めて）もア
ンコンシャスバイアスについてもう一度自省し、奉仕を進め
たいと思います。

3月No.520
2021

強調： BF・ワイズメネット

無意識の思い込みと男女共同参画について

メネット　大村 知子

　最近物議を起こした「女性が…」、「女性は…」との無意識
の思い込み（アンコンシャスバイアス）の発言や先日某審議
会で私に男女共同参画について卓話のオファーがあったこと
から 3 月はワイズのメネット月間でもあり話題としてはと考
えました。地域に根ざした奉仕を進めるワイズ活動において
も 2020 年 12 月施行の第 5 次男女共同参画基本法は関わりが
深いと思います。「男女共同参画」という言葉は知っている
方が大半でも、男女共同参画社会基本法の「男女が､ 社会の
対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分
野における活動に参画する機会が確保され、男女が均等に政
治的、経済的､ 社会的及び文化的利益を享受すること」とい
う内容は十分解っているとは限らないようです。この理念は

「男女の人権尊重」「社会制度や慣行について配慮する」「政
策立案などに共同参画する」「家庭生活と社会活動の両立」「国
際社会との協調」が具体的内容です。ダイバシティ（多様性）・
フレキシビリティ（柔軟性）・ワークライフバランス・多文
化共生・協働などのキーワードで言われている事柄です。
　第 5 次男女共同参画基本法では基本目標Ⅰ～Ⅳ（12 分野）
が示され、そのうち基本目標Ⅰあらゆる分野における女性
の活躍（第 1 分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大、

2021 年 3月例会：3 月 16 日（火） 18:30 ～　コロナ対策により中止

『わたしは必ずあなたと共にいる。』　　　　　　　　　　　　　　出エジプト記 3章 12 節

Happy Birthday Happy Anniversary

マスクして長時間話すのはかなり息苦しかったです ( 笑 )



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3月 第9回 役員会議事録

日　　時：2021 年 3 月 2 日（火） 19:00 ～ 20:30
場　　所：各自 ZOOM により参加
出　　席：9 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●、渡邉〇、石川〇）（ZOOM：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）
■議題：3 クラブ合同協議会の件 ( 別紙で協議内容を記載 )
その後の報告▶ 3 月 8 日に、次期富士山部の役員選出の相
談のため、御殿場クラブ、沼津クラブとの 3 クラブ役員協
議会の 2 回目を開催予定。今後の方向性を協議する場とす
る予定。
■議題：富士山部評議員会決議報告の件▶東日本区主任へ
の、富士山部 CS 活動報告の取りまとめは、光永より 9 ク
ラブ会長に対して依頼し、東日本区小原主任に対して発信
する予定とする。
■議題：3 月例会開催の件▶ 3 月 16 日に予定されている、
3 月の例会開催については、現在の新型コロナウイルス感
染拡大を鑑みて、中止とすることとした。
■議題：国際会長選挙の投票結果の件▶インドからの立候
補者が当選したという報告があった。
■議題：会計より後期会費納入の件▶まずは現状を確認す
る。
各委員会等の報告（各委員長・担当）
■会報広報委員会：ブリテン原稿のお願い。リレーエッセ
イ担当は、福田ワイズ。
■メネット委員会：2 月東日本区メネット委員会宛に献金
を振込（献金 4,400 円＋振込手数料 152 円）。献金はメネッ
ト会計より、振込料金は通常通りワイズ会計にて実行した。
■ 静 岡 YMCA 連 絡 委 員： 理 事 運 営 理 事 役 員 会 開 催。
ZOOM にて会議に参加予定。

在籍者 9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 89％ 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 89％ 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 3 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9回【海外編始動】第2弾シカゴ、ニューヨー
ク in USA(3回シリーズ)「大都会の生活は、くま
もんおじさんにできるのか?」
　いよいよ、3週間のホノルルでの語学研修を終え
て、米国メインランドへ。まずは、シカゴのオヘア空
港に到着して、迷子になりかけました。大きなターミ
ナルが3つもあり、当時のハブ空港として最大規模の
ものでしたから、田舎育ちのくまもんおじさんにとっ
ては、緊張感満載でした。そして、何と空港から市街
地のホテルまでは、ロングボディーのリムジンカーで
の移動。初めての経験でしたが、思ったほどの高額で
はなく、乗り合いでの利用は、タクシーと同じ感覚で
した。シカゴで驚いたことは、英語が早口で、ハワイ
とは全然違うような。そういえば、オバマ元大統領も
早口だったかも。
　シカゴには、北米YMCA同盟があり、数百人のス
タッフが勤務していましたが、すごい規模に目を丸く
したものです。シカゴでは大雨でしたが、水路が縦横
に走っている街で、ネイビーピアも印象に残っていま
す。
　シカゴの街は、ミシガン湖の西側に位置しており、
100階超のビルが複数あります。私は、ナイトレスト
ランで、100階以上のラウンジで飲んでいたら、飛行
機がこちらに向かってくるような飛び方をしてびっく
りしましたが、眼下には、碁盤目のようなシカゴの街
並みがありました。私の印象に残っているのは、南北

戦争の記念として、リンカーン記念館があり、大都会の中にも静かなヒストリカルプレイスがあったことです。一
路、ニューヨークへ飛びましたが、私たちは、以前渡米した際のJFKではなく、ニューアーク空港におりました。
ニューヨークには、JFK、ニューアーク、そしてラガーディア空港という国際空港があります。夕暮れ時にニュー
ヨークに降り立つ風景は、何とも言えないものでした。ニューヨークでは、10万人近くの会員がいる、YMCAを案
内されましたが、メトロポリタンYMCAにふさわしい
規模やシステムに驚きました。セントラルパークの両

側には、2つのYMCAがあり、そ
のYMCAホテルにしばらく滞在し
ました。セントラルパークを走っ
たり、メトロポリタン美術館で、
ニューヨーカーの気分だけは味わ
えました。5番外では、有名なティ
ファニーの隣の、トランプタワー
の一階で、コーヒーを飲んだこと
が、今となっては不思議な想い出
となっています。

ニューヨークのトランプタワー
の一階で Tea Time の想い出

マンハッタンのタイムズスクエア
は世界一有名なストリートかも

シカゴのダウンタウンは綺麗な街並みです。

シカゴは夜の街も最高 USA といえば自由の女神


