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2022年1月 第7回 役員会議事録

日　　時：2021年12月27日（月） 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
●1/15（土）富士山部役員会・評議会　場所：静岡YMCA　役
員会13時・評議会15時
●アジア会長候補を利根川ワイズとする。
委員会報告
●BF・EMC・YMCA委員会：BF＝プルタブは特になし、使用済
み切手の回収 福田ワイズ15g 1月例会時に使用済み切手を
回収：EMC＝特になし：YMCA＝静岡YMCA連絡員の大村ワ
イズより報告
●静岡YMCA連絡員：1月理事・役員合同委員会報告（2022
年1月13日(木)18:30～20：00 静岡YMCA熱海センター＆
ZOOM）・議題＝熱海市伊豆山土石流災害義援金・支援金に
ついて　報告1.英語スピーチコンテストについて 2.各クラ
ブの活動状況 3.機関誌発行について 4.活動報告書作成につ
いて 5.令和3年度末までのお願い
●会報・広報委員会：1月はA3サイズにて作成。例会報告は
岡田ワイズ。全メンバー、テーマを「新年の抱負」とし写真1
点と各自新年のご挨拶を、250字前後で作成して、石川ワイ
ズ宛に送付のこと。連載は、大村メネットに依頼。850字程度
にて作成をしていただく。
●CS：恵明学園より、12/7(火) 日吉会長、大村ワイズ、福田ワ
イズの訪問後、礼状をいただく。
●プロドラ：12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。1月の合同例会はホスト沼津クラブ
だが、各クラブの会場でハイブリット開催し、三島は松韻で
ハイブリット形式で実施とすることに決定。また、例会後に
臨時総会を開催。議題は、次期会長承認議案＋その他議案と
する。
●DBC：京都クラブDBC開催の件は2/26(土)～27(日)または
3/19(土)～20(日)が有力だが、コロナの状況も考慮の上、最
低でも会長とDBC委員長が参加できる日程で決めていくこ
とにする。
●メネット会：メネット会主催の料理教室は、総会の時に決
める。TOF前には決定したい。
協議事項
●特になし。

かつて病人は、罪深い人間というレッテルを貼られて社会から冷たい視線を浴びながら生きていかなくてはいけなかった
のですが、イエス様は罪との結びつきを否定され「子よ、元気を出しなさい。あなたの罪は赦される」とおっしゃいました。
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幸喜が贈る予測不能エンターテインメントです。ぜひ観て
ください。

12 月例会報告

B 副会長　岡田 美喜子

　12月 21日（火）、「松韻」を会場に 12月定例会が開催さ
れました。今回も、熊本から光永ワイズがZOOMで参加さ
れ、全員参加で行うことができました。加えて、大村知子
メネットにもご参加いただきました。
　コロナ禍ですので、ワイズソングや信条を歌ったり唱和
したりすることはできませんが、スマイルを回しながらの
近況報告には話に花が咲きました。
　委員会からの報告は、DBC委員会から京都訪問について、
プロドラ委員会からは 1月の合同例会について、その他会
計などから報告がありました。
　私にとってはリアル例会が本当に久しぶりで、顔を合わ
せての会話や食事を楽しむことができました。
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皆様あけましておめでとうございます。

会長　日吉 和代

　去年 1年はコロナに始まりコロナで終わり、何もワイズ
として活動できる事もなく、例会、役員会もズームで、会
員との直接の顔合わせが出来ない、寂しい1年でした。
　でも、コロナも段々収束してきて、これからは少しづつ
例会も直接顔合わせが出来る例会となってくると期待して
います。ワイズとしての活動も徐々に増やしていければと
思います。
　まず初めに何が出来るか考えると、まだまだ難しいです。
というわけで今回は伊豆の国市の宣伝をさせていただきま
す。
　大河ドラマ「鎌倉殿の13人」主演、小栗旬（北条義時役）
が 1月 9日（日）のNHK総合 20時より放送が開始されま
す。華やかな源平合戦、誕生する鎌倉幕府、権力をめぐる
男たち女たちの駆け引き。源頼朝にすべてを学び、武士の
世を盤石にした男、二代執権・北条義時。野心とは無縁だっ
た若者は、いかにして武士の頂点に上り詰めたのか。三谷

受 付：相川　毅 Y's ／司 会：沼津クラブ

1月三クラブ合同例会：1月11日（火） 18:30～　松　韻  三島市中田町1-16 Tel.055-973-2678

三島ワイズメンズクラブ　2022 年 1 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。

✽開会点鐘
✽開会の言葉と
　　　ホスト会長挨拶
✽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
✽ご挨拶
✽各クラブ・アピールタイム
✽合同例会解散の挨拶

✽誕生日・結婚記念日祝
✽書記・委員会報告
✽スマイル・出席率報告
✽食前の感謝
✽会　食
✽閉会の言葉
✽閉会点鐘

●臨時総会
　～次期会長承認・その他

「子よ、元気を出しなさい。」　　　　マタイによる福音書　9章 2節

Happy Birthday

Happy Anniversary

在籍者 8名 メネット 1名 スマイル累計 30,900円
出席者 8名 ゲスト 0名 プルタブ 0g
出席率 100％ ビジター 1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 15g
修正出席率 100％ スマイル 8,000円 古切手累計 1,990g

「円通山龍澤寺雲水の新年初托鉢後の天心（昼食）」
　三島市沢地にある禅寺円通山龍澤寺の修行僧が｢7｣
の日は早朝から市内を托鉢します。1月7日の新年初の
托鉢の雲水さんに大村家が点心（昼食）をおもてなし
することは1968年に私が嫁いだ時には既に恒例で、以
来私は宗忠老師の逝去と昨年（2021年）の新型コロナ
禍で中止の2回以外55年間毎年続けていて今年も我が
家の新年恒例の接待を致しました。

　 真 冬 の 早 朝 か
ら 素 足 に 草 履 で
「 ホ ー ウ ー ( 法
雨」」と声を出し
ながら長距離を托
鉢され、12時ちょ
うどお越しになり
ます。玄関先に足
を洗うための温か

いお湯と新しいタオルの雑巾を用意して迎えます。先
ず、皆さんは仏前で丁寧な読経をされた後、袈裟など
を外して少し楽な身なりになって食卓に着かれます。
お料理は前もってテーブルにお膳立てをしておきます
が、読経の間にお酒のお燗と
お吸い物を温めて素早くお出
しします。松の内なのでお節
料理も少し加えたメニューに
します。食前に短いお経を唱
えてから初めに般若湯（ビー
ルか日本酒）を一献、その後
は好みのアルコールをご自由
にどうぞとお任せします。10
日間分の補給をなさるかと推
察する程よく召し上がりますが、どの料理も食べ残し
なく非常にきれいに召し上がります。食器洗いと片付
けが効率よく大助かりです。食後しばらく寛いて（毛
布や新聞なども用意します）から、コーヒー・紅茶と

チョコレートやクッキー、
果物などのお三時（おや
つ）をして、お帰り前には
食器類などすべてを手際よ
く台所まで運んでください
ます。3時過ぎに徒歩で静
かにお寺にお戻りになりま
す。私が嫁いだばかりの昭
和40年代は修行僧が十数名
もいて大変賑やか（準備は
てんてこ舞い）で、その中 にはドイツやアメリカの禅僧などもいらし
て国際色豊かでした。年々修行僧が少なくなり今年はわずか3人でした。
　檀家でもないのに我が家がお接待する由来を聞きたいと思っているう
ちに姑が脳出血で倒れ認知症となり聞きそびれたままですが出来る限り
引き継いでいこうと思って
います。
←宗淵老師真筆（掛軸）

ワイズメネットの
『折り折りの記』
④睦月編 記・大村 知子



す。
　皆様方のご協力を宜しく
お願い致します。

静岡県民は「雪が降るとはしゃぐ」ってホント？

副書記・会報 / 広報委員長　石川 敏也

　東京 23 区に大雪警報が発表された 2022 年 1 月 6 日、ツ
イッターでは「静岡県民」がトレンド入りしました。沼津、
三島でも雪が降り、県内各地の人々が「雪が降ってきた！」
と " はしゃいでいた " からだそうです。ネットニュースで
は、静岡県民が「雪が降るとはしゃぐ」のはホントかどう
かなんて記事まで出た。確かにワクワクして東京や名古屋
にいる姪っ子甥っ子などに LINE していた自分は確かに静
岡人だと再認識した（笑）
　今年の年賀状を見ると、
同級生などからは「年金生
活始めました」というもの
が多く、早生まれの私もい
よいよ 2 月過ぎには年金生
活者。とはいえ、仕事柄そ
のまま退職できるわけもな
く、ただ給与が減るだけと
いう非常に厳しい現状。
　 定 年 退 職 を し て 静 岡 に
戻ってきた友人も多く、軽
い仕事をして老後をのんび
り と な ど と 悠 長 に 考 え て
帰ってきたものの、仕事な
んて何もないと東京に通う友人も何人かいる。そんな話を
聞いていると、どうも静岡県民は老後になって静岡に舞い
戻ってくる人が他県より多いのではないかと思えてくる。
そりゃ、雪国の苦労も知らず少しの雪で大はしゃぎできる
のだから、基本的に苦労知らずの県民性なのだろう。東海
大地震も富士山噴火も笑い話として人生を楽しもうとする
ノー天気さが静岡人にはあるような気がする。いつか静岡
人が世界を救う日が来るのかもしれない。そんな初夢を見
たかったのだが、そもそも初夢を見たのかどうかも覚えて
いない。そんな老後が今、目の前に広がっている（笑）

ももいろ歌合戦@日本武道館フル参戦！

　A 副会長・会計　相川 　毅

　年越は、ももいろ歌合戦 @ 日本武道館（17 時から 1 時
までの 8 時間）へフル参戦。まさかの神席で Abema, BS
日テレ中継では妻と二人、会場にいたのバレバレ。新居で
はなく、目の前のももクロちゃん素敵な笑顔と一緒に新年
を迎え、超絶最高のスタート！
　マスコミは定番のコロナ煽り。また普通の生活が出来な
い状況にするの？ウイルスの事、もっと素直に知ろうよ。
オミクロンは新型コロナ最終章だと思う… 5 類で普通の風
邪として病院へ行ければ OK。コロナも、人権・温暖化な
どの問題も、権力者の思惑が事実をひた隠して、国民を苦
しめる。このままでは、救いはももクロの笑顔だけになっ
てしまう！私はその笑顔を守るのために、ライブへ通うの
だ。この日本を守るために（笑）
　ワイズ活動は苦難に負けず、たくさんの人に笑顔を届け
たい。そのために、積極的に取組みます。大切な仲間と共に。
みなさん、明るく、笑顔で、楽しく！これからも、頑張っ
ていきましょう。

今年も挑戦　トラ（虎）イ !!

B 副会長　岡田 美喜子

　新年おめでとうございます。
　昨年は、コロナ禍で自粛の年ではありましたが、できる
ことを楽しみながら実行しようと、自分なりに挑戦した一
年でした。
　例えば、2 年前に股関節の手術をしてから、それまで
約 30 年続けてきたバレーボールはあきらめていました

が、リハビリのつもりで続
けてきた筋トレにより体力
や筋力に自信が持てるよう
になり、12 月には試合にも
参加できるようになりまし
た。E テレの朝のテレビ体
操も全力体操を継続してい
ます。しっかりやると、な
かなかハードです。
　また、以前のブリテンに、
卓話をきっかけに外国人市
民の支援を行っていること
を書きましたが、昨年は三
島市の国際交流室が主催し
ている「日本語の教え方講
座」全 12 回を受講し、修

に寄与することを目指しますので、メンバー各位のご支援
とご協力を頂き、共に頑張りましょう。（2022 年正月）

【写真は「迎春の生け花（メネット知子）」】

あけましておめでとうございます。

CS 委員長　福田 淑子

　今年の大河ドラマは、鎌倉殿の十三人、ということで、
始めの舞台は三島市のすぐ南、伊豆の国市北条ですので、
とても期待しています。三島市周辺には源頼朝に関わる史
跡がたくさんありますので、今年はそれらを紹介しようか
なと考えています。よろしくお願いします。

中郷温水池より冠雪の富士山と鴨

新年に向けて

プロドラ・親睦・DBC 委員長　渡邉 近子

　新年明けましておめでとうございます。渡邉家では、元
旦に子供達夫婦と孫全員が集まって主人の手作り料理等や
お正月料理を食べ、ゲームをやったり、5 人の孫全員がお
風呂に一緒に入り楽しい一日を過ごしました。
　3 日には、三嶋大社へ長男夫婦と孫二人で初詣に行きま
したが、すごく沢山の参拝客でなかなか参拝まで辿りつく
のに時間がかかりました。

　徐々に日本各地で
コロナ感染者が増え
始めている現状です。
第 6 波が来るかもしれ
ない不安もあります。
今年こそは、コロナが
終息する事を願い、三
島ワイズの事業が前
年より多くできるこ
とに期待をしており
ます。
　そして、プロドラ・
親睦・DBC 委員会の
事業計画通り、達成で
きることを願いなが
ら頑張ってやって行
こうと思っておりま

了証を頂きました。今後は、
日本語サークルに加入し、
これまで以上に様々な角度
から外国人市民の支援がで
きるものと思います。
　もちろん、毎朝の「子ど
もの見守りあいさつ運動」
も継続し、11 年目となりま
した。その他、たくさんの
小さな目標を達成することができました。
　今年も、小さな目標を見つけて、楽しみながら挑戦して
いきたいと思います。
　みなさまのご健康ご多幸をお祈り申し上げます。

新年のご挨拶

書記　光永 尚生

　 2022 年の初めにあたりご挨拶いたします。本年もよろ
しくお願いいたします。
　書記として 2 年目ですが、中々、予定通りに進められま
せんでしたので反省しています。今年は、80％全力投球で、
手抜きの中にも充実したワイズライフをと考えています。
熊本に戻り、悠々自適の予定でしたが、毎日弁当を 5 時起
きで作る羽目になり、楽
しく献立を考えています。
自分で作る、弁当は、意
外とおいしく感じるもの
ですね。熊本では、12 ワ
イズがありますので、ビ
ジター参加を毎月楽しん
でいます。三島にもでき
るだけ行くようにいたし
ますが、少し未定です。
引き続き、お世話になり
ます。いつもありがとう
ございます。
クイズ：私は痩せたでしょ
うか？

賀　春

監事・BF/EMC/YMCA 委員長　大村 俊之

　元旦には賀茂川神社の
歳旦祭で責任総代のお役
目を何とか無事果たせま
した。今年もこの世に生
かされていることを自覚・
感謝し、現在の体力を駆
使して社会活動も「無理
はせず最低限現状維持」
を目標に精一杯務めます。
ワイズメンとして 55 年を
経ましたが近年は心身と
もに加齢、フットワーク
不足で歯がゆいですが、
出来ない理由をあげるの
は簡単だけれど「出来る
こと探し」をしてクラブ


