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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

誰しも、このコンプレックスさえなければ、もっと優れた人だったかもしれないと「今の自分」を認められないことがあるのではないでしょ
うか。しかし、神様は「わたしの恵みはあなたに十分である」と言っています。弱さがあることで、人間は謙虚になることができます。

11/01：大村 M 該当者なし

ことになった。相
川 Y's に一任し、次
回までに進めてい
く方針を了解した。
　福田淑子 Y's の挨
拶、日吉会長の点
鐘で閉会。
　11 月例会は会食＆リモート併用で開催することにし
た。
　10 月例会の出席者 7 名、ビジター沼津クラブ会長
大村貴之 Y's、ゲスト大村メネット 計 9 名 修正出席率
100％（欠席は光永 Y's）※ YMCA 報告は議事録にて
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強調： ASF/iGO,STEP

10 月の例会報告

監事・YMCA 連絡員　大村 俊之

　10 月 19 日 ( 火 ) 三島市民活動センター第 2 会議室で
対面での例会を開催（18:40 ～ 20:10）。
　話題提供者の到着を待ち定刻 10 分遅れで、渡邉 Ys
の司会、日吉会長の点鐘で開会した。開会の言葉は石
川敏也 Y's が、顔を合わせることの喜びを感じ意義深
いなどの挨拶。ワイズの信条を渡邉 Y's が先導。次に
日吉会長が、直接顔を合わせることで来年に希望を託
し、今年度後期のあり方を模索したい旨の挨拶をされ
た。
　フリートーキングの話題提供者の相川 Y's の到着を
待つ間に書記報告。京都クラブへのお見舞い返礼につ
いて相談の結果「三島甘藷」を渡邉 Y's が JA にて手配
することに決定した。
　ビジターの沼津クラブ大村貴之会長からは、沼津ク
ラブでは今月以降三島クラブの例会に沼津のメンバー
が参加する方針を決めたこと。2022 年 2 月 26 日（土）
に「外国人スピーチコンテスト開催」のお知らせがあり、
例会はリモートでも沼津クラブから誰かが参加するこ
とにしているので、知らせてほしい旨の依頼があった。
　メインテーマの「リモート会議環境の構築」に関して、
相川 Y's から説明と提案があり、質疑・検討した結果、
予算的に無理がなく整えやすい方法から試行していく

2021 年 11月例会：11月 16 日（火） 18:30 ～ 松韻：三島市中田町 1-16 Tel.055-973-2678

『わたしの恵みはあなたに十分である。』　　　　　　　　　コリントの信徒への手紙Ⅱ 12 章 9 節

Happy Birthday Happy Anniversary

会長　日吉 和代 Y's
大村 俊之 Y's

出席者一同 ( 中止 )
司　会

会長　日吉 和代 Y's
会長　日吉 和代 Y's

司会・親睦委員会
石川 敏也 Y's

プロドラ委員会

書記　光永 尚生 Y's
各委員会

親睦・プロドラ委員会
渡邉 近子 Y's

会長　日吉 和代 Y's

✽開会点鐘
✽開会の言葉
✽ワイズソング斉唱
✽ワイズの信条
✽会長挨拶
✽ゲスト・ビジター紹介
✽誕生日・結婚記念日祝
✽食前の感謝

✽会　　食
✽スマイルタイム

✽書記報告
✽委員会報告
✽スマイル・出席率報告
✽閉会の言葉
✽閉会点鐘

受 付：渡邉 近子 Y's ／司 会：相川　毅 Y's

※ 11月 3日、勤労感謝の日の「三島市制施工 80周年記念式典」
にて市制功労者として三島ワイズメンズクラブが表彰されまし
た。※詳細は 12月号にて日吉会長より報告いただきます。



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11月 第5回 役員会議事録

日　　時：2021 年 11 月 2 日（火） 19:00 ～ 20:30
場　　所：各自 ZOOM により参加
出　　席：8 名中 5 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●、石川●）（ZOOM：大村〇、岡田 B 副
会長●、福田〇、光永書記〇）＋大村メネット　計 6 名
各種報告事項
●東日本日本区大会予定続報を書記より報告し三島クラブからの
参加決議。
●東日本区役員会に光永書記が担当主事の役割で参加の予定。
●岡田副会長からの報告を受けて、11 月 3 日の三島市市制 80 周
年記念行事には、日吉会長が代表して参加しクラブとしての「地
域奉仕賞」を受領する手はずとなっている。大村ワイズも別途、
参加の予定である。
委員会報告
● BF・EMC・YMCA 委員会：11 月理事会・運営委員会合同会
議（2021年11月4日(木)18;30～20：00 静岡YMCA熱海センター）・
議題 1. 中学生英語スピーチコンテスト：①参加者はリモートにて
スピーチ 審査員・役員はセンター②申込は 11 月 10 日締め切り（現
在申し込み 1 名）③ YMCA のリモート環境の整備（機器購入な
どについて） ④ 11 月 26 日 11 時集合 13 時開会 審査員講評など⑤
審査員：今年度は 2 名（土屋ワイズ、三井ワイズ）⑥その他　参
加者数が確定後資料準備、表彰など詳細を詰める。・議題 2. 熱海
市伊豆山土石流災害の件：支援金は 11 月末で一先ず締め切り、
金額を 12 月委員会にて決め、熱海市に届ける。・議題 3. 機関誌発
行（青木委員長）　令和 4 年 1 月発行予定　12 月に原稿依頼など
・その他　各クラブ例会開催状況の報告 富士宮クラブ：樋口ワイ
ズに会長交代 次回は 12 月 2 日（木）18:30 ～
●会報・広報委員会：11 月は A4 サイズにて作成。11 月の連載記
事は大村メネット、12 月の連載記事は福田ワイズにお願いする。
● CS：2022 年 2 月以降から、毎月一回のボランティア活動 =CS
活動の実施を計画的に進めていくことが提案され、承認された。
プルタブ、使用済切手の報告は特になし。
●プロドラ：11 月の対面例会は、松韻で実施とすることの報告。
● DBC：京都クラブへの返礼品はクラブ交流委員宅へお届けで
きたことの報告があった。京都クラブから、DBC 交流会を実施
することの提案があったが、今回の DBC 交流会は、三島クラブ
から京都を訪問して交流を行うことが確認された。
●メネット会：今年度事業予定のメネット料理教室は予定通りに
実施することで準備する。
協議事項　●特になし。

三島ワイズメンズクラブ  2021 年 11 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。

在籍者 8名 メネット 1名 スマイル累計 14,900円
出席者 7名 ゲスト 0名 プルタブ 0g
出席率 88％ ビジター 1名 プルタブ累計 8,400g
メーキャップ 1名 総出席数 9名 古切手 0g
修正出席率 100％ スマイル 8,500円 古切手累計 1,970g

『沼津クラブIBC韓国西原クラブ例会に
　家族で出席』
　1980年11月、夫が沼津クラブ会長としてIBCの韓国
清州の西原ワイズメンズクラブ例会に稲田ワイズ、林茂
樹（現横浜つづき）ワイズ、鈴木元ワイズと大村家族
（コメット２人とメネット）の7人で参加しました。当
時韓国は、家族全員で出国することを許さない国策でし
たから、会長の家族揃っての訪韓は最大級の親善であっ
たらしく、先ず空港からパトカー先導で清州まで迎える
などの大歓迎でした。コメットは息子が小学4年（現沼
津クラブ会長）、娘が2年（現名古屋柳城女大教員）で
パスポート取得も海外旅行も初めてだったので外国旅行
では何処でもパトカーに誘導してもらえるものだと思っ
たそうです。当時、日本から韓国へはキーセンと言われ
た目的の旅行が大半だったそうで、名古屋空港で同乗
した男性客も大半がそれらしく、そのような状況での子
連れ家族の訪韓はよほど珍しかったらしく、スチュワー
デスに「お里帰りですか？」と尋ねられびっくり、「い
えいえ！ボランティアとの交流会に家族で出席するので
す」と答えたら意外な！と非常に驚いていました。
　西原クラブ（メンバー数十名）の合同例会は盛会で
メッセージやプレゼント交換などに続く懇親会は、オー
ケストラの生演奏によるダンスパーティーでした。オー
プニングはクラブ会長がメネットを交換し二組だけで踊
るということで、学生時代以来のダンスでしたから楽し
む余裕など全くなく、皆の視線を背に感じ乍ら会長様の
リードでブルースのステップを踏むのがやっとでした。
その後は皆で賑やかにワルツやルンバに興じました。大
学の体育の教授が「将来、公の場でダンスをする機会に
備え貴女方はステップを踏めるようにしておきなさい」
とご指導下さったことを思い出す夜でした。翌日は名勝
地を案内していただきながら親交を深めましたが、韓国
料理は何もかも激辛でコメット2人は白いご飯しか食べ
られませんでした。11
月の清州は厳しく冷え込
みオンドルで温めた石の
床に直に座り片膝を立て
の食事、ホテルで石の床
に布団を敷いて寝るなど
も今では懐かしいです。
　翌年、西原クラブから
沼津クラブ例会に3名が来日された際は我が家に泊り、
翌日は富士五湖を巡り旧交を温めました。

ワイズメネットの
『折り折りの記』
③霜月編 記・大村 知子

※写真は文中が「激辛の待つ昼食会へ」、右側は左上から時
計回りに「合同例会」「古寺で林ワイズと」「メネットの韓
国語がわからないけど交流」


