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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

娘は12年間、病気を患っていました。当時は病気の人が人前に出ることは許されていませんでしたが、村にイエス様がやって来たことを知り、
後ろからそっと服に触れます。するとイエス様は叱るどころか、娘に「安心して行きなさい」と優しく語りかけてくださいました。

該当者なし 5/11  大村夫妻
5/15  渡邉夫妻

いかの判断は自主性を尊重します。な
ぜなら、いつも見守ってくれる人がい
るわけではないし、自分で危険を察知
でき、小さい子たちのお手本という自
覚を持ってもらいたいと思うからで
す。このように、長年の経験から自分
なりに様々なルールがあり、あいさつ
のほかに気になる行動や様子には声を
掛けます。靴ひもがほどけていたり、
カバンが開いていたり、余計なことか
なと思っても、声を掛けずに「ああ、あの時」と後悔するよ
り、余計なお世話のほうがいいかなと思っています。
　先日の暴風雨の登校の際は、帽子が風で飛ばされて川に落
ちてしまい泣きじゃくる子、傘が折れた、傘が壊れた、転ん
だといって助けを求めてくる子などハプニング続きという日
もあり、継続は力なりといいますが頼ってもらえる喜びがあ
ります。
　また、子どもたちの顔を毎日見ているので、元気がなかっ
たり顔色が悪かったり、子どもたちの様子がよくわかります。
1・2年生のうちは良くあいさつしてくれますが、大きくな
ると、あいさつしても返してこない子もいます。毎日声を掛
けていると返してくれるようになるもので、子どもたちの成
長がうれしい気持ちにさせてくれ、私のやりがいに繋がって
いるのだと思います。
　毎日の見守りあいさつ運動が私の日課となり、子どもたち
を陰ながら応援し成長を見守ることができるのは、人生の励
みになります。出張等であいさつ運動に立てない時もあり、
「昨日いなかったね。風邪でも引いたの？」と心配してくれ
る子もいて、どちらが見守られているか分かりませんね。
　先日、三島市立北小学校から子どもたちの見守り活動に対
して感謝状をいただきました。できるだけ長く活動を続けて
いきたいと決意を新たにしたところです。
　もっぱらの悩みは子どもの名前を覚えられないことです。
お友達との待ち合わせの間、子どもたちは入れ代わり立ち代
わり学校の様子などを話してくれるので、とても楽しいので
すが、毎日会っているので子どもたち全員を知っているもの
だと思うらしく、「〇〇ちゃん、行った？」とよく聞かれます。
　そんな楽しい毎日を送らせていただいています。さて、い
つまで続けられるでしょうか。
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強調： EF・JEF

私の一日は朝の見守りあいさつ運動から

CS 委員長　岡田 美喜子

　私は、大場川にかかる神川橋横の横断歩道で、毎朝 7時
10分から 8時頃まで子どもたちの登校を見守る「見守りあ
いさつ運動」を行っています。登校する小学生・中学生・高
校生、そして通勤の方々など、150人以上の方々に「おはよ
うございます。行ってらっしゃい」とあいさつしています。
　民生委員・児童委員だった 11年前。子どもたちのために
何か継続してできることはないかと考えていたところ、お孫
さんの登校を見守りながら通学路に立ってくださっている近
所の人を見習って横断歩道に立ち、あいさつ運動を始めまし
た。
　この横断歩道は、押しボタン式信号機で下りカーブの先に
あるため、車の信号無視や自転車が勢いよく降りてきて歩行
者がいても止まらない、いわゆる危険性の高い横断歩道です。
何度かヒヤリハットしたことがあります。また、見守り活動
は不審者の犯罪抑止にも繋がります。
　暑い日、寒い日、雨の日、風邪の強い日など天気はざまざ
まですが、今日はお休みしようと思う日はありません。雨の
日は特に車の交通量が多く、渋滞で車が横断歩道をふさぐこ
とがあるので要注意です。
　毎朝 5～ 6人の子どもに時間を聞かれます。初めは、近く
のマンションに壁掛け時計でも置こうかと考えましたが、子
どもたちとのコミュニケーションを楽しむことにしていま
す。また、歩行者信号が点滅になった時は、小学校 1・2年
生には学校で教わっている通りに渡るように声を掛けます
が、大きい子たちには危険な横断がない限り、渡るか渡らな

2021 年 5月例会：5 月 18 日（火） 18:30 ～　コロナ対策により中止

「イエスは言われた。『娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。』」　マルコによる福音書 5章 34 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5月 第11回 役員会議事録

日　　時：2021 年 5 月 10 日（月） 19:00 ～ 20:30
場　　所：各自 ZOOM により参加
出　　席：9 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：大村〇、岡田〇、
福田〇、光永〇）計 7 名＋大村メネット
協議事項（日吉会長 /光永書記）
■議題：2021-22 の三島クラブ事業方針・計画・予算作成の件、
その他今期の振り返りと次期へ向けて▶相川会計より、2020-21
決算の時期報告。仮決算作成の報告があり承認された。6 月役員
会で、総会資料に向けた準備内容などについての協議予定。承認
■議題：次回役員会▶ 6 月 1 日 ( 火 ) 19:00 ～ 20:30
書記報告（光永書記）
■東日本区・東日本区大会の件▶区大会への登録の件は、三島ク
ラブとしては全員登録の予定とする。代議員会参加または委任状
の件は、相川ワイズ事務所から日吉会長参加。鈴木忠雄ワイズメ
モリアルアワー原稿の件は、光永書記から区書記提出。2021-22
ロースター作成方法変更の件は、光永書記から区次期書へ提出。
■富士山部関連報告は、光永書記から山本富士山部書記に提出済
▶事業報告書提出。CS 主査代行業務の件は、現在事業報告書の
提出および資金の送金実施中。富士山部次期役員研修参加の件
(5/22) は感染拡大により延期。
各委員会等の報告（各委員長・担当）
■ CS 委員会 ( 岡田 ) ▶ 4 月 14 日三島市福祉総務課より令和 3 年
度の市民すこやかふれあいまつり実行委員会実行委員の依頼があ
りましたが、今年度は三島クラブから排出できない旨の連絡をし
た。
■会報・広報委員会 ( 石川 ) ▶リレー投稿、福田ワイズの原稿は、
岡田ワイズに依頼することに。
■ CS 農園委員会 ( 藤田 ) ▶大村ワイズより、来年度キャンセルの
件を地主、宮川氏に報告するため、日吉会長と調整して訪問する
こととなった。お礼かたがた実施。
■プロドラ委員会 ( 渡邉 ) ▶ 6 月例会会場は、松韻の予約ができ
た報告があった。(6/15) 夕食は、3,000 円の持ち帰り用にすること
となる。総会の実施も行うが、会場のキャンセルポリシーの確認
を依頼。(6 月 1 日役員会度協議後に了解を受けているので、開催
の可否は、6 月 2 日に連絡予定 )
■静岡 YMCA 連絡委員 ( 大村 ) ▶静岡 YMCA 会員総会の件 5/15
開催 ( 大村ワイズがオンラインで参加 ) 後日、総会議事録が郵送
予定。

三島ワイズメンズクラブ  2021 年 5 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10回【海外編始動】第4弾香港(Hong Kong)～
シンガポール「あの香港はこれからどこへ」
　私たちのYMCAとワイズメンズクラブの交流の中で、
香港とシンガポールでは、協力関係がたくさん見えます。
まずは香港ですが、2つのYMCAのうちのひとつ、中華
YMCAのビルの中に、アジア太平洋YMCA同盟のオフィス
があります。香港中華YMCAは、繁華街であるネイサンス
トリート沿い、油麻地(YAU MA TEI)らあり、20数階建て
の高層ホテルとブランチがあります。そこでは、朝の7:00く
らいからワイズの例会が行われたりしますが、YMCA会館
内の会場を使用したり、スタッフとの交流も盛んです。香
港の中華YMCAには、WU KAI SHA YOUTH VILLAGE
という、700名が一堂に宿泊し、400mトラックで競技会を
行うなど公立の施設に準じた働きを行う場所があり、アジ
アからのYMCAのスタッフやユース研修も行われていま
す。私は、5週間の宿泊研修を2006年に受けました。当時の
落ち着いていた香港は、今、大きな変化にさらされていま
すが、YMCAは、国が違っていても、ワイズメンズクラブ
と協力しながら、ユースの育成などを推進しています。
　また、シンガポールですが、ご存じのように、マラッカ
海峡に面したところですが、やはり2つのYMCAがありま
す。香港同様に、中華系とイギリス系のYMCAで、歴史的
な意味があるわけですね。シンガポールYMCAは、オー
チャードストリートにあり、国立博物館の隣に面していま
すが、戦時中は、日本軍の司令部があったところで、今も
当時の弾痕が残されたりしています。近くには、有名な
ラッフルズホテルもあり、私もTHE LONG BARで落花生
を踏みつけながら、シンガポールスリング片手に往時に想
いをはせました。熊本YMCAとパートナーシップを結んで
いるため、何度か訪れて、学生たちと一緒に、メモリアル
パークに献花をしていました。歴史に学びも未来に目を向
けてほしいと考えています。くまモン紀行も次回最終回と
なります。
　最終回は、1988年に訪れた今はない国「東ドイツ編」を
お届けします。翌年に、ベルリンの壁が崩壊し、私に長男
が誕生しました。お楽しみに。

香港のヴィクトリアピークから見た九龍半島

一度は行きたいナイトサファリの動物
たちとの出会い

九龍半島側から見た香港島
(セントラル側 )

シンガポールには、マーライオンは
何頭いる？

ガーデンズ・バイザ・ベイ
(マリーナペイサンズ )

在籍者 9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 78％ 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 89％ スマイル 0円 古切手累計 0g


