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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

神様は、独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るために最愛の息子イエス様を与えてくださいました。それほどまでにして
私たちを愛してくださっておられるのです。イエス・キリストを見つめ信じることによって私たちは永遠の命を得ることができます。

12/04：相川 Y's
12/11：渡邉 P

該当者なし

された本当にうれしい
一日でした。コロナに
負けず、これからも出
来る限り三島市の行事
に参加できればと思い
ます。

11 月の例会報告

会報・広報委員長　石川 敏也

　11月の例会は本当に久しぶりの通常例会となりまし
た。しかし、まだまだ卓話者も呼べず、他クラブにア
ピールもできないので通常とは甚だ言い難いのですが、
なにはともあれ一同の集まり一緒に食事ができたこと
をうれしく思います。ほぼ出席率 100％の大村メネッ
トをはじめ、ビジターとして熱海クラブよりCS/TOF
委員長の池田直文ワイズも出席いただき、楽しい例会

となりました。最
近、「えっ、これで
全員？」と驚くこ
ともありますが、
少数精鋭だからこ
そのチームワーク
で頑張っていきま
しょう。
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強調： キリスト教理解 / ヒストリアン

三島市制施行 80周年記念式典に出席して

会長　日吉 和代

　突然舞い込んだ幸運の手紙は三島市の豊岡市長から
の招待状でした。令和 3年 11月 3日（水）昼 12時か
ら三島市民文化会館大ホールにて市制施行 80周年記念
式典が開催され、その催しに我々、三島ワイズメンズ
クラブも招待されました。
　厳粛のうちに式が進み令和 3年度市政功労表彰受賞
者 30名 5団体が表彰され、私たち三島ワイズメンズク
ラブは一般貢献 3名 16団体の内の 1クラブとして感謝
状を贈呈されました。これはひとえに私たちクラブの
先輩諸氏の方々が永年、コツコツと積み上げた努力の
物だと思います。感謝しかありません。
　三島市民ふれあいまつり、社会を明るくする運動、
青少年育成、三島市を知ってもらうためのウォーキン
グイベント、源兵衛川の清掃活動など、上げていくと
本当に数多くの行事に参加してきました。いつも何ら
かの三島市の行事に参加し盛り上げてきましたので、
そうしたことが評価されたのだと思います。実際にこ
れら行事に参加してきた先輩諸氏の努力が報われたの
ではと感慨無量です。今では当時に比べても会員数が
減少し寂しい限りですが、これからは少人数でもでき
る行事に参加できればと思います。
　永年積み上げてきた小さなボランティア活動が評価

2021 年 12月例会：12月 21 日（火） 18:30 ～ 松韻：三島市中田町 1-16 Tel.055-973-2678

『神はそのひとりごをお与えになったほどに、世をあいされた。』ヨハネ根による福音書 3 章 16 節

Happy Birthday Happy Anniversary

会長　日吉 和代 Y's
岡田 美喜子 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
沼津会長　大村貴之 Y's

プロドラ委員会

※ ZOOM 参加のゲスト・ビジターはここで散会
大村 俊之 Y's

書記　光永 尚生 Y's
各委員会

親睦・プロドラ委員会
石川 敏也 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
✽ビジターご挨拶
✽スマイルタイム

✽食前の感謝
✽会　　食

✽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：相川　毅 Y's ／司 会：渡邉 近子 Y's



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12月 第6回 役員会議事録

日　　時：2021 年 12 月 6 日（火） 19:00 ～ 20:30
場　　所：相川ワイズ事務所および
　　　　　オンラインによるハイブリット方式
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
●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。
● 11 月例会　場所：松韻　8 名中 8 名（100％）＋ビジター
大村ワイズ（沼津）＋ゲスト大村メネット＝計 10 名　ス
マイル 8,000 円
委員会報告
● BF・EMC・YMCA 委員会：12 月理事・役員合同委員
会 報 告（2021 年 12 月 2 日 ( 木 )18;30 ～ 20：00 静 岡
YMCA 熱海センター＆ ZOOM）・報告 1. 中学生英語スピー
チコンテスト 11 月 26 日 ( 土 ) ハイブリットにて実施。三
島からは日大付属中から 1 名参加。2. 各クラブの活動状況
3. 機関誌発行 ( 青木編集委員長 1 月発行予定 随時原稿を
依頼 )4. 活動報告は既定の様式で作成するようにとの要望
5. 熱海支援金 YMCA へ日本区の振込期限 12 月末 ( 金額は
結果を見て決定 )6. 清掃は最低限で業者に、湿気対策は森
監事に以来 ( 奉仕 ) 　次回は 1 月 13 日（木）18:30 ～
プルタブは特になし、使用済切手は福田ワイズ 5g。12 月
例会時に使用済み切手を回収予定。
●会報・広報委員会：12 月も A4 サイズにて作成。例会報
告及び連載記事は福田ワイズ。12/14 まで。
● CS：恵明学園が火災の為一部消失 ( 子どもの宿泊棟 )。
クラブとして 30,000 円見舞金拠出本会計から出したのち、
CS で決算する。12/7( 火 ) 日吉会長、大村ワイズ、福田ワ
イズで訪問。
●プロドラ：12 月の例会は、松韻 1 階座敷でハイブリッ
ト形式で実施とすることに決定。
● DBC：京都クラブ DBC 開催予定日候補日選定の件 ( 光
永書記が集約して報告 ) 現時点参加可能者 (2/19( 土 ) ～
20( 日 ) 日吉、福田、石川、△渡邉　2/26( 土 ) ～ 27( 日 )
日吉、福田、相川、△渡邉、△石川、△光永　3/19( 土 )
～ 20( 日 ) 日吉、福田、渡邉、大村、△石川、△相川、△
岡田　3/26( 土 ) ～ 27( 日 )  日吉、福田、△相川●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
●若いワイズの方に対して、ワイズの歴史を学ぶ機会など
ができないか。ZOOM や卓話で検討したい。

三島ワイズメンズクラブ  2021 年 12 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 22,900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 5g
修正出席率 100％ スマイル 8,000円 古切手累計 1,975g

～大日本報徳社の考え方に学ぶ～
　三島信用金庫理事長を退任してか
ら早いもので12年が過ぎました。そ
の後は地元の社会福祉法人見晴学園
に関わって現在に至っています。
　現在の信用金庫や金融機関のあり
方について特に信用金庫の事を中心
に当時を思いだしながら思ったこと
をあれこれ述べてみます。
　二宮尊徳の教えを伝える「大日本報徳社」が掛川市の
掛川城に隣接してあります。そこに門柱が二本あり、一
方には「道徳門」、もう一方には［経済門］と記されて
います。これは「経済なき道徳は寝言であり、道徳なき
経済は犯罪である」との意味であると聞いています。不
祥事の報道を視聴する時、この言葉の意味を再認識しな
がら、このことを経営理念に置いて信用金庫の経営をし
ていました。
　これまで信用金庫はこの倫理感と互いに助け合うと
いう協同組合の組織理念のもとに金融を通じ地域経済

の発展と人々の幸福実現
のために地域に存在し、
さんしんの職員と地域の
人々とが苦楽を共にして
来たと思っています。そ
して、信用金庫の経営者
（理事）とは地域内での

人と人との絆で結ばれた会員組織によって選ばれ、地域
の為の金融業務を委任されその業務に携わっているので
す。株式会社ではないのです。従って、金庫の経営者と
して倫理感が欠落したり、会員の信頼を裏切るようなこ
とがあれば信認を失い、退任することになります。言う
なれば常に会員からコンプライアンス上の監視をされて
いるので経営者の倫理感の醸成が進み、真面目さが培わ
れたのだと思っています。
　私が理事長在任中の下田信用金庫の西伊豆地区の店舗
を譲り受け、そして伊豆信用金庫との合併は大きな決断
でしたが基本的には伊豆半島全体の地域の人々との「共
存同栄」「利他の精神」とで英断をしたことでした。

緊急投稿
『信用金庫経営者とし
ての信念』 記・大村 俊之

※写真は右上が「当時の大村ワイズ」、中間の写真は「二宮尊徳関
係の著書から」、一番下の写真は「大日本報徳社の門柱」


