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日吉和代 相川 毅 岡田美喜子 光永尚生 石川敏也 相川 毅会 長 書 記 会 計A副会長 B副会長 副書記
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

復活されたイエスさまは弟子たちに「わたしは世の終わりまで、あなたがたと共にいる。」と約束されます。つまり罪人を救うためにお生
まれになり、十字架にかかられ死んで復活されたイエスさまは今も生きておられるという信仰です。まことの希望に満たされていきます。

3/05  長澤 Y's
3/18  青木 M

3/11：岡田夫妻

特定非営利活動法人 静岡 YMCA 報告

静岡 YMCA 連絡員　大村 俊之

　熱海市伊豆山土石流災害の義捐金は 2022 年 2 月 1 日
（火）14:15 に熱海市役所を訪問し、斎藤栄熱海市長に
義捐金 100 万円をお届けした。（熱海市の規定に従って
被災者にお渡ししてもらう）訪問者は稲田理事長、青
木副理事長、森監事、小原会計、他熱海クラブ会長、
書記。
　令和 4 年 1 月理事・運営委員合同会議を 2022 年 3 月
4日（金） 18:30～ 静岡YMCA熱海センターにて開催（大
村は ZOOM 参加）。

【報告 1】静岡 YMCA センター補修の件
【報告 2】各クラブ活動・例会報告
【報告 3】総会は 5 月 21 日（土曜日）に静岡 YMCA センター
　　　　で開催

【その他】令和 3 年度活動報告書について統一した様式用いて
　　　　提出する。
※次回の理事会・運営委員会合同会議は 4 月 7 日（木）
18:30 ～　次々回は 5 月 21 日（土）午前中
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強調： EMC

2 月合同例会報告

プロドラ・親睦・DBC 委員長　渡邉 近子

　まだ、静岡県もコロナ感染者数が高止まりでなかな
か減りません。2 月に引き続き 3 月例会も中止となり
ました。皆さんとしばらく会えないのは寂しいです。
　蔓延防止も 3 月 6 日までと思ったら、21 日迄延長さ
れました。いつになったら収まるのか飲食店だけでな
く、どの業種も厳しい状況だと思います。第 7 波がく
るかも知れません。
　それから、毎日テレビで放映されているロシアによ
るウクライナ攻撃、本当に悲しくなります。ロシアの
プーチン大統領の精神が問われているけど、誰も停め
ることができないのか、ウクライナ国民が可哀そうで
なりません。一日でも早く戦争が終わることを願うば
かりです。嫌な事ばかりの世の中で唯一心の癒しにな
るのが可愛い孫たちの存在です。
　3 月 3 日は、ひな祭りで内孫 2 人は楽しそうにちら
し寿司やケーキを食べ、はしゃいでいました。早く世
界中が平和になってくれることを祈願致します。

2022 年 3 月例会：3 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

「わたしは世の終わりまで、あなたがたと共にいる。」  　　　　マタイによる福音書 28 章 20 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3月 第9回 役員会議事録

日　　時：2022 年 3 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 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
東日本区大会への参加依頼。できれば全員参加で行いたい。
参加に関しては、4 月役員会で参加者と交通手段の確認を
行う。
●会計：4 ～ 6 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 4 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：3 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延長につき 3
月の例会は中止とする。
● DBC：京都クラブとの交流会について延期後、特になし。
● 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：東日本区ワイズメネット委員会に寄付 3,400
円（国内プロジェクト 3,000 円 国際登録 400 円 送料 152 円）。
協議事項
● 3 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→ 4 月役員会で参加者確認と
交通手段確認。

★「CANON iMAGE GATEWAY ～ 3 月に撮りたい写真
ベスト 10」より

三島ワイズメンズクラブ  2022 年 3 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。

『第3次清水町男女共同参画計画策定』
　令和4年度から向こう10年間の第3次男女共同参画計
画の策定を進めてきたのですが、令和4年2月のパブ
リックコメントを経て計画を確定し3月17日に無事答
申となりました。今回は国の第5次男女共同参画基本
計画に沿いながら、駿東郡清水町は外国人が多いこと
や子育てに課題があるなどの特徴を包括する計画を委
員で議論を重ね、役所のワーキング委員会も熱心に取
り組んだ結果、無事答申に
至りました。これまでに私
が男女共同参画に関するプ
ランの作成委員長を務めた
のは28年前に三島市の女性
政策策定委員長を務めたの
を初めに、静岡市そして清
水町と2市1町の計画を策定
し今回が6回目でした。
　私自身は、4人姉妹で自由
活発に育てられ男女平等と
か女性だから…とかを意識し
たことはなく、高校も当たり前のように共学の沼津東
高に進み1学年360人中女子は70人でしたが、性差を実
感したのは体力差位で自由な環境で学びました。女子
大に進学したのは生活を科学的に追及する家政学を学
びたい理由で、専門の教授陣が揃っていたのがお茶の
水大だったからでした。結果的にすべての学生生活を
自主的に女性だけで取り仕切ったのでリーダーシップ
が養われる付加価値もあり、その後の学究生活に幸い
したと思います。最初に奉職した大学では男性中心の
組織でしたし、静岡大学でも女性の教授は10％以下
で、女性の副学長は私が初めてで男女共同参画・学生
生活担当副学長として任命され、被服学研究・教育の
職責と併任で務めました。当時、全国立大学のうち２
つの女子大以外での女性副学長は静大の私と新潟大と
の二人きりでした。
　リタイヤ―後も各方面の男女共同参画との関わりが
続き、隣町の清水町とは平成26年度に第2次男女共同
参画計画策定し推進委員長を務めてきました。今回の
新しい第3次男女共同参画計画が清水町民の暮らし易
さに寄与することを目指し
委員総力でまとめました。

ワイズメネットの
『折り折りの記』
⑥弥生編 記・大村 知子

© OGAWA AKIYO & YUZAWA YUSUKE

在籍者 8名 メネット 1名 スマイル累計 37,900円
出席者 8名 ゲスト 0名 プルタブ 0g
出席率 100％ ビジター 0名 プルタブ累計 8,400g
メーキャップ 0名 総出席数 9名 古切手 0g
修正出席率 100％ スマイル 0円 古切手累計 2,012g

※左が今年度までのプラン。
　右が新しく策定した男女共同参画計画冊子です。

ゆうすい君

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

