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三島クラブ会長主題：コロナに負けず「和・楽」で活動を！！ （日吉和代） 国際会長：世界とともにワイズメン
（キム・サンチェ：韓国）　アジア太平洋地域会長：100年を超えて変革しよう（大野勉：神戸ポート)　東日本区理事：私たちは次の世代
のために何ができるか？（大久保知宏：宇都宮）　富士山部部長：ワイズリニューアル！今、出来ることはしたたかに（小原進一：熱海）

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

「憐み」とは、誰かの痛みを自分の痛みとして感じ、自分の痛みとして引き受けて、その人と一つになることを意味します。それは、わた
したちすべての人間の罪を赦す十字架を背負うために来られたイエス・キリストという方によって、わたしたちの世界に現れました。

該当者なし 該当者なし

令和 3 年 8 月度理事会・運営委員会報告

静岡 YMCA 連絡員　大村 俊之

　2021 年 8 月 5 日（木） 18:10 ～ 19:40 静岡 YMCA 熱海セン
ターにて

（1）熱海市伊豆山土石流災害について
　YMCA 同盟の有田氏から NGO の事業への支援依頼があっ
　た。
　1. 東日本区常任役員会決定事項：静岡 YMCA 口座に義
　　援金を振り込む。
　　YMCA 事業を支援する。
　2.YMCA、ワイズの募金は、静岡 YMCA の預金口座で受
　　け入れことが決まった。
　3.YMCA が支援する NGO のリフレッシュプログラムにも
　　活用することを決定。現地での活動に困難性はあるもの
　　の、東山荘の利用まで含めた範囲で了解した。

（2）中学生英語スピーチコンテストについて
　土屋委員から継続性から実施することの提案、全員が賛成。
　8 月 24 日の中学校夏休み明けに通知する、通知は森監事
　に依頼する。
　11 月 27 日 熱海 YMCA センターで実施。

（3）静岡 YMCA（設立時熱海 YMCA）創立 50 周年事業に
ついて
　設立総会が 1974 年 4 月のため、2024 年 4 月 25 日を周年
　記念日として準備する。

（4）事業報告と予算執行について
　「静岡 YMCA 静岡事業報告書案」が示され理事長が精査
　し、9 月会議で各クラブに配布する。

（5）YMCA ファミリー・ニュースの発行について
　第 1 回を 11 月、第 2 回を来春発行、名称を再検討するこ
　とを含めて決定した。編集長は青木義美副理事長、副編集
　長は土屋恒夫委員に決定。
＊次回理事会・運営委員会：9 月 2 日（木）18:30 ～ 20:00
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7 月例会報告 三クラブ合同初例会

プロドラ委員長　渡邉 近子

　7 月例会は、三島クラブが当番の初例会でしたが、御殿場
クラブで入会者が一人いたためと、コロナ禍のため、三島会
場での開催は困難でしたので、御殿場クラブが主催で行って
いただきました。この時期に、新入会員がいると聞いて本当
にうらやましい限りでした。
　三島クラブは本町の市民活動センターと各自宅で全員
ZOOM 参加でした。沼津も各自宅で ZOOM 参加でした。
　最初の出だしが、手違いで遅れましたが何とかつながり、
小原富士山部長をはじめ、熱海クラブの大川 YS、栗本 YS、
伊東クラブの榎本 YS などに参加していただき、それぞれご
挨拶を賜りました。各クラブ、会員の減少が目立つ中、これ
から会員増強に取り組む姿がひしひしと感じられました。
　久々に、ZOOM で他クラブのメンバーを拝見し、変わら
れた方々もいるなと思い、自分も年を取っているなと感じさ
せられました。
　例会終了後、日吉会長、相川 YS、石川 YS、渡邉の 4 名で、
焼き肉ムクゲで食事をしました。少人数でも、楽しい時間を
過ごしました。8 月例会の進め方等、話し合いました。早く、
全メンバーと食事をとることができるようになればいいなと
思います。
　これから、一年間プロドラとしても例会が毎月開催できる
よう努力を致します。皆さんのご協力をお願いします。

2021 年 8 月例会：8 月 23 日（月） 18:30 ～ 　コロナ対策により中止

憐み深い人々は、幸いである、その人たちは憐みを受ける。　マタイによる福音書 5 章 7 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

三島ワイズメンズクラブ  2021 年 8 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。

2021年8月 第2回 役員会議事録

日　　時：2021 年 8 月 3 日（火） 19:00 ～ 20:30
場　　所：各自 ZOOM により参加
出　　席：8 名中 8 名（相川ワイズ事務所：日吉会長〇、
相川 A 副会長・会計〇、渡邉〇、石川〇）（ZOOM：大村
〇、岡田 B 副会長〇、福田〇、光永書記〇）＋大村メネッ
ト　計 9 名

各種報告事項
● 7 月 24 日の富士山部役員会、評議会報告。日吉会長参加。
EMC と CS 基金の集金はしない。
富士山部内の部長選出のグループを現行の 4 グルーブ制か
ら 2 グルーブへ　　　
①伊東、熱海、熱海 G、下田②三島、沼津、御殿場、富士、
富士宮
御殿場クラブの会員が 13 名休会と退会で減少した。
熱海災害募金は、富士山部としてまとめて集約して集めて
熱海市へ寄付
寄付の使途についての協議
伊東クラブは社会福祉協議会を通した寄付。熱海とグロー
リーは独自で実施。
他の 6 クラブは各自集めるが、三島は各メンバーの 3,000
円寄付 + クラブ YMCA 基金から拠出し、あわせて、
100,000 円を募金する。例会の際に次の会費と合わせて集
金していく。：承認
●会報・広報：例会とブリテンの方法について：CS →プ
ロドラ→ EMC・BF の順に報告する。
● CS：だがしや楽校の実施について：7/27 時点の警報レ
ベルなどで中止決定。8/13 に決定としていた。後援が 48
団体であるが正式に中止の方向で進んでいる。決定後はメ
ディアなどで広報したのち、事務処理なども行われる。協
賛金 1 万円拠出は了解。
● BF：大村ワイズより別紙資料にて報告。
●メネット委員会：大村メネットより別紙資料にて報告。
●プロドラ：8 月納涼例会予定について。
様々な意見や考え方はでているが、可能な限り計画を立て
ていくこととしたので、8 月 23 日 ( 月 )18:30 ～に変更して
準備することとする。( 後日中止決定 ) 今後の課題として、
一年間の振り返りも併せて、今後の役員会・例会の持ち方
や進め方、体制的や準備の考え方なども再検討の必要があ
るかも　しれないので、継続審議とする。当初は、9 月が
過ぎれば終息するという考え方もあったが、現時点でも見
通しがたてられない。また、相川ワイズ事務所に負担をか
けているので環境づくりなどを考えるための例会は実施す
べきではないかという意見がある。
● DBC：京都クラブから、三島クラブのメンバー宛にきも
ちとしての贈り物の予定があるとの打診があった。まとめ
を相川ワイズと石川ワイズに依頼。DBC として何らかのや
りとりを残していくということ。
●会計報告：会費振り込みの依頼。
●書記報告：2021-22 事業計画は最終校正を依頼する。そ
の後、印刷とデータで共有。次回例会までに準備のこと。
ロースターは、会長は実費でペーパーで購入のこと。
京都クラブのロースターのみ、書記から全員に共有するこ
と。
次回例会　8 月 23 日 ( 月 )　18:30 ～　予定していたが、後
日中止となった。

★使用済切手：日吉（1,000g）、藤田（900g）、大村（70g）
★プルタブ：日吉（8,400g）

　皆様お元気でしょうか。ワイズのいろいろな活動も中止となり、社
会情勢的に飲み会や、食事会、懇親会等もない中で、最近はストレス
によると思われる事件が非常に多く感じます。ストレスを解消する
ことこそ、病気にも強く、元気に生活を送るために最も必要なことの
一つではないでしょうか。マスコミも危険を煽るだけではなく、楽し
いこと、こんな時だからこそ楽しめることを流せば良いのに、流れる
ニュースはひたすら不安の増幅です。ということで、人生をいかに明
るく、楽しく生きるか。そんなことを考えてみたいと思います。
　①「自分に素直になる」→ももクロが好き、詩織ちゃんがかわい
い、黄色を身につける。周りから色々言われるけど、素直に自分を生
かす。②「大切な人・モノに時間とお金を使う」→おいしいものを食
べる、ももクログッズに糸目をつけない、iPhoneは常に最新、時間を
節約する道具にはお金を惜しまない。③「気になったことは損得に関
係なく挑戦する」→損得って何？、自分がやりたくてやることに損な
ことなんてない。お金？そんなこと気にしてたら挑戦できない。足り
ないときは？その時は挑戦のために一生懸命働く。④「やりたいこと
をやる」→コロナであっても、ももクロライブには参戦する！残念
ながらやらないけど。常に自分のやりたいことが一番優先。やりたい
事って、自分のためばかりではなく、人のためになることも多い。も
もクロライブ？自分のためじゃなくて、彼女たちの笑顔のためだよ。
⑤「今を全力で生きる」→今やりたいことが出来なかったとき、将来
も出来るわけではない。明日、生きている保証もない。とにかく、今
が大切だね。
⑥他人と比べない→自分を大切にね。自分の人生は自分しか楽しく
出来ない。楽しく考える。ももクロちゃんの笑顔はみーんな私のた
め。って、ライブ会場のモノノフはみんなそう思っている。⑧年齢を
理由にしない→年齢は関係ない。男性は、年相応にかっこいい人は一
杯いる。女性は年相応の美人は一杯いる。以前武道館ももクロライブ
は最年長83歳。自分が一番楽しむと言っていた。私も最年長まで頑張
りたい。あ、そのために長生きしなきゃ。⑨「受け入れる気持ち」→
受け入れないと、疲れる。どんなことも「受け入れる」ことから始め
る。そうすると、コロナウイルスも、受け入れた上で対応する。逃げ
ること出来ないし。体力つけて、おいしいもの食べて、笑顔が有れ
ば、きっと幸せな毎日だよ。

ツキが上向く人（2021年版）
・幸福偏差値の高い人　→　
はーい。何があっても幸せで
す
・過去を整理できた人　→　
はーい。今は今でーす。
・天のごとく心の広い人　→　
はーい。（ホンとか？）
・時代の変化に自ら乗る人　
→　はーい。新しいモノ大好
き。　
ツキが落ちる人（2021年版）
・自分の正義感を他人に押し
つける人　→　自粛警察
・目先のことに追われている
人　→　焦っている人
・過去を悔やむ人　→　意味
ないね。過去を生かす人にな
ろうね。
・傷つきやすい人　→　直さ
ないと。
・古い価値観を背負っている　
→　変わらないなあ… 時代は変わっているよ。
・言われたことしかやらない人　→　自分頭で考えない。責任なし、
人の責任。
・時間よりお金を大切にする人　→　なーんもわかってないな。

何か参考になることがあれば、何よりです。因みに、私はももクロ
ちゃんで上向く全てを説明できます。自分が人生を棄てたくなったと
きに、笑顔と行動で、幸せにしてもらったから。一生かけて、お返し
します。自分のためにも、それが大切。

（写真説明）くらーい、菅総理の顔と、ももクロライブ風景、どっち
が元気なれるか、言わずもがなだよね。緊急寄稿、戯言でした。

穴埋め緊急寄稿

会報広報委員の
戯言… 記・相川 　毅

在籍者 9名 メネット 1名 スマイル累計 6,400円
出席者 9名 ゲスト 0名 プルタブ 8,400g
出席率 100％ ビジター 0名 プルタブ累計 8,400g
メーキャップ 0名 総出席数 10名 古切手 1,970g
修正出席率 100％ スマイル 6,400円 古切手累計 1,970g


