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

「平和があるように」というのは、ユダヤ人の方たちが「シャローム」、アラブ系の方たちが「サラーム」という言葉で交わす挨拶です。
日本語の「平和」は、争いがないとかの状態を表しますが、シャロームは、より積極的な神の祝福が満たされる現実を表しています。

2/26：石川 Y's 該当者なし

静岡 YMCA 1 月理事・運営委員合同会議報告

静岡 YMCA 連絡員　大村 俊之

　特定非営利活動法人静岡 YMCA の令和 4 年 1 月理
事・運営委員合同会議を 2022 年 1 月 13 日（第 2 木曜日） 
18:30 ～ 19:50 静岡 YMCA 熱海センターにて開催。

【議題 1】熱海市伊豆山土石流災害義捐金・支援金について：
R4.1.11 現在の基金残高 660,088 円（20 件） 熱海市に義捐金 100
万円を贈る。不足分は YMCA 会計から充当。

【議題 2】YMCA 熱海センターの清掃・補修については業者に
依頼することを決定。トイレ、地下フロアーの定期清掃が初
回時に20,000円、1回6,000円。外壁のコーキングを実施した（森
監事）。

【報告 1】英語スピーチコンテスト決算報告 経費支出 51,433 円
【報告 2】各クラブ活動状況について。
【報告 3】機関誌発行 青木副理事長より各クラブ会長宛に原稿
依頼する。

【報告 4】活動報告書作成について：令和 3 年度末（3 月 31 日）
を指定書式で準備依頼。
※次回の理事会・運営委員会合同会議は 3 月 3 日（木）
18:30 ～
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強調： EMC

1 月合同例会報告

会計　相川 毅

　去る 1 月 11 日（火）沼津・三島・御殿場三クラブ合
同新年例会が沼津クラブ主幹、リアル＋オンラインで
開催されました。私たち三島クラブは、松韻＋オンラ
インでの参加となりました。なかなか他クラブ訪問も
侭ならない状況に変化はなく、オンラインであっても、
沼津・御殿場のそれぞれのメンバーの挨拶・笑顔を確
認できたのは短時間であったとは言え良かったと思い
ました。一通り、メインの例会が終わりクラブ同士は
散会。三島クラブでは、（オンラインの参加者には申し
訳ありませんが ...）松韻での食事に舌鼓を打ちながら、
お互いの近況報告など、楽しい時間を過ごすことが出
来ました。例会終了後、臨時総会を開催、次期会長を
選出して、少人数ながら、まだまだ頑張っていこうと
いうことを確認し、終了となりました。
　しばらく続くであろうコロナ狂騒曲、みんなの精神
がおかしくならないうちに、終わってくれると良いの
ですが・・・。

2022 年 2 月例会：2 月 15 日（火） 18:30 ～ 静岡県のまん延防止等重点期間中につき中止

その家に入ったら、『平和があるように』と挨拶しなさい。  マタイによる福音書 10 章 12 節節

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

2022年2月 第8回 役員会議事録

日　　時：2022 年 2 月 1 日（火） 19:00 ～ 20:30
場　　所：各自 ZOOM により参加
出　　席：8 名中 7 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 8 名
各種報告事項
●書記：東日本区大会情報【以下の東日本区 HP をご覧く
ださい】
https://drive.google.com/file/d/1yJX-llirfzzDEm4lqdGAl-
vSqrNtqpDz/view
●会計：1 ～ 3 月の会費納入に関しての依頼と確認。
委員会報告
● BF・EMC・YMCA 委員会：使用済み切手の回収 福田
2g 大村 20g 合計 22g。2 月も使用済み切手を回収します（少
量でも可）ご協力をよろしく。
●会報・広報委員会：2 月の例会は中止のためブリテンを
A4 サイズにて作成する。
●プロドラ：静岡県のまん延防止等重点期間中につき 2 月
の例会は中止とする。
● DBC：石川ワイズより京都クラブとの交流会日程は延期
という報告。
● YMCA 連絡員：1 月 13 日（木）18 時 30 分～  1 月理事・
運営委員合同会議を静岡 YMCA 熱海センターにて開催。
詳細は別掲。
●メネット会：TOF としての性格もあるが、延期して再
検討する。
協議事項
● 2 月例会について→前出の通り、中止とする。
●東日本区大会登録について→クラブとして参加の方向で
引き続き検討する。
臨時総会
●日時：2022 年 1 月 11 日（火）20:00 ～松韻にて
●議題：次期会長（2022 年 7 月～ 2023 年 6 月）選出につ
いて→次期会長を相川毅ワイズとすることについて満場一
致で決定
●次期会長：相川 毅　〒 411-0904 駿東郡清水町柿田 985-
20　連絡先 090-1415-0386　FAX 番号 055-981-1717（株式
会社平和エアテック）　メールアドレス aikawa@me.com

三島ワイズメンズクラブ  2022 年 2 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。

『沈丁花は受験の花』
　立春を迎える頃になると庭から沈丁花(ジンチョウ
ゲ)のほのかな香りが漂い始めます。私が三島市に嫁
いで間もないころ沼津の実家を訪れた時に庭から2枝
を持ち帰って挿木をし、その後株を増やして現在、庭
のそこここに咲いています。
　私が高校生の時、母が「沈丁花は受験の花」と言っ
た思い出の花です。2月、3月は4人姉妹の娘たちの高
校、大学の受験が毎冬
のように訪れ、沈丁花
の開花時期と重なるの
で、母にとってはこの
花の香りが漂い始める
と受験生の母として家
族の体調管理など臨戦
態勢に入ったのです。
霜が一面の早朝、母は
すぐ近所の菩提寺（耕雲寺）へお線香を手に受験生の
無事をご先祖様に護っていただくようお墓参りに出か
けた姿を懐かしく思い出します。娘たちの受験に加え
て父が中学校の校長、私が高校生の時には家の跡を継
いだ姉（長女）とそのパートナーの義兄も中学校の教
師をしていたので、わが子の受験の年だけでなくそれ
ぞれの教え子たちの受験の無事を祈って毎冬お参りを
していました。私は母の没後に沈丁花の花言葉を知っ
たのですが「栄光」「勝利」ということです。母は
きっとその花言葉に願いを込めて祈りながら、沈丁花
の開花を迎えていたのだと思います。
　夏の梔子（クチナシ）、秋の金木犀と合わせて三大
香木とされる沈丁花は中国原産と言われ、香り高い花
を咲かせる木で、その名の由来は花の香りが沈香に似
ていることと十字型の花が丁子（クローブ）に似てい
ることに由来していて室町時代にはすでに栽培されて
いたと聞きます。とても地味な花木ですが、庭のあち
らこちらから漂う穏やかなその香りは春がもうすぐな
のでもうしばらく寒さに耐え元気を出して頑張ろうと
前向な気持ちにしてくれます。併せて後期高齢者の私
に「これからを生きる力とは」を考えさせる花です。
例年より遅いですが今年も蕾がほころび始めました。
（2月７日記）

ワイズメネットの
『折り折りの記』
⑤卯月編 記・大村 知子

在籍者 8名 メネット 1名 スマイル累計 37,900円
出席者 7名 ゲスト 2名 プルタブ 0g
出席率 88％ ビジター 0名 プルタブ累計 8,400g
メーキャップ 1名 総出席数 10名 古切手 22g
修正出席率 100％ スマイル 7,000円 古切手累計 2,012g

※庭の沈丁花の花のアップを撮りたくて待っていたのです
が例年になく遅く、その内に寒さが戻り蕾が硬いままです。
という訳で右の写真はフリー素材から拝借したイメージ
フォトです。

https://drive.google.com/file/d/1yJX-llirfzzDEm4lqdGAl-vSqrNtqpDz/view
https://drive.google.com/file/d/1yJX-llirfzzDEm4lqdGAl-vSqrNtqpDz/view

