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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

この聖書の言葉は、直前に「目を上げて、わたしは山々を仰ぐ」と記されていて、山々を仰ぎながら天地を創造された神へ語られる言葉です。
山々のなかで「シオン」と呼ばれるエルサレムの神殿が建てられていた一つの山があることを念頭にして、この祈りの言葉を語っています。

4/09  相川 M
4/25  岡田 Y's

4/29：青木夫妻

　しかし、そんな中でも確実に活動を再開するための
努力をしている団体も増えてきています。それら団体
は、ボランティア活動をする人とまわりの人、活動す
る先などに様々な変化を受け入れることで活動を再開
しています。例えば、「活動前に感染予防を万全にして
安全に関する事項を再確認する行為」であったり「活
動先に出かけなくてもつながりができる活動も検討す
る」などです。さて、三島クラブとしてはどのような
活動が考えられるでしょうか？コロナに只ただ手をこ
まねいていても仕様がありません。三島クラブもそろ
そろ皆で考え次なるステップへと進む時が来ているの
かもしれません。みんなで悩みましょう。
※写真は、ここのところ週末によく訪れる静浦漁港で
す。
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強調： EMC

3 月合同例会報告

会報・広報委員長　石川 敏也

　3月 15日に予定していた通常例会は通称マンボウの
延長によって、またもや中止となりました。コロナに
おける悪影響は様々ですが、経済活動を伴わないボラ
ンティア活動は特に中止することが当然であるという
ような風潮がまかり通っています。不要不急というや
つです。誰にとって何が不要でなく、どこが不急でな
いのかなどは社会が決めるものでもない気がしますが、
人の気持ちに寄り添わなくなった現代の日本社会にお
いては、生活のかかった経済活動ですら困難な時にボ
ランティアでもあるまいというわけです。
　経済活動を伴わないという意味ではNPO法人も似
たような立場に立たされ全国的に活動が止まってし
まっているものが多いようです。NPO法人がより大変
なのは、その活動によって支援されていた方々のみな
らず、その活動によって収入を得て生活をしている方々
がいるということです。不要不急とは言ってられない
わけです。
　ある社会福祉協議会では、様々な支障が生じている
地域のボランティア団体に対して「新型コロナウイル
ス感染拡大への対応に関するアンケート」を行った結
果、96％の団体が多大な影響があり現在は活動を休止
していると答えています。

2022 年 4月例会：4月 19 日（火） 18:30 ～ 松　韻  三島市中田町 1-16 Tel.055-973-2678

「わたしの助けは来る、天地を造られた主のもとから。」  　　　　　　　　詩編 121 篇 1 ～ 2 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
書記　光永 尚生 Y's

各委員会
親睦・プロドラ委員会

※ ZOOM 参加者はここで散会
相川 　毅 Y's

福田 淑子 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
✽書記報告

✽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

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

2022年3月 第9回 役員会議事録

日　　時：2022 年 4 月 5 日（火） 19:00 ～ 20:30
場　　所：各自 ZOOM により参加
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
●日吉会長：鈴木忠雄ワイズ 1 周忌にあたり線香あげに訪
問。
●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
・休会者の取り扱いに関して、書記から東日本区に問い合
わせる。長澤ワイズ、藤田ワイズ、青木ワイズには大村ワ
イズから再度復帰の打診。岩田ワイズは、藤田ワイズに打
診問い合わせする。
・次回役員会は、連休中を避けて、5 月 2 日（月）19:00 ～
20-:30　開催とする。
●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
● CS 委員会：だがしや楽校の協議会が 3/24 に開催され参
加。8/21 に三島大社での開催が前提で準備中であるが、祭
りの開催の可否は 7 月中旬の決定となる。協賛金は、昨年
の分は使用されていないが、21-22 年度分として、22-23 年
度分は新たに、10,000 円の予算化をしているため、拠出す
る方向で準備する。
● 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。大村ワイズより特別寄稿あり。
●プロドラ：4 月の例会はハイブリット形式により松韻で
の食事つき実施とする。
● DBC：特に進展なし。
● YMCA 連絡員：5/21( 土 ) 午後静岡 YMCA 熱海センター
において、YMCA 総会が開催予定。三島クラブから全体
参加のこと。欠席の場合には委任状を提出。
●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

（１）5 月 28 日 ( 土 ) 富士山部評議会・役員会の件▶全員参
加の予定で進めていく。

（２）6 月 4 日 ( 土 ) 代議員会の件▶会長参加の方向で準備
を進める。

（３）6 月 4 日～ 5 日 東日本区大会参加・登録の件・交通
手段の件▶出欠見込み：石川×、大村〇 ( 大村 M 〇 )、相
川△、岡田× ?、福田〇、渡邉要問合せ、光永〇（熊本よ
り現地へ）

（４）4 月例会の件▶プログラムは別掲
（５） 2022-23 相川毅会長年度準備の件▶三島クラブ次期会
長主題・事業計画（案）：承認。意見として、新たなもの
へのチャレンジを行いたい。訂正：恵明学園へ・三島クラ
ブ次期委員会構成（案）訂正：幹事は大村ワイズから日吉
ワイズへ変更する。メネットは、大村メネットから、相川
メネットへ変更する。ロースターは校正後提出のこと。

（６）青木ワイズからのウクライナ支援関連事項確認▶
4/27 分チケット販売：福田 1 枚、相川メネット 2 枚、石川
1 枚、4/28 分チケット：岡田 2 枚

『三島涌水の菰池の
 今昔について ･･･』

記・大村 俊之

　もう70年以上も前の三島の菰池（こもいけ）では市
内の小、中学校が夏休みに入った真夏の暑い日差しが
ぎらぎらと照りつけている午後、裸の子ども達が舗装
もされていないデコボコ道を菰池に集まってきた。履
物は，と言えば、はだし、または下駄、持ち物はバケ
ツ、使い古した手拭い、手作りの「箱面」、粗末な
「タモ」などでした。
　当時の菰池の淵は今の様なテラスなどの設備もな
く、あちこちに溶岩が露出していてはだしの足には痛
さが堪えたものでした、池の全体は南側と北側に分か
れていて南は深場となっており上級生が飛び込むこと
ができ、北側の池は浅場となっていて低学年の子ども
達のよい水浴び場となっていました。池に生息してい
る生き物は「藻エビ」や小魚の「ハヤ｣等でそれらを
箱面で水中を見ながら「タモ」で捕って遊んでいまし
た。富士山の伏流水がこんこんと湧き出る様子も当た
り前のように自然に接していましたがこのような思い
出の情景が残念ながら今はありません。
　現在は写真のように湧水も池の周囲も人工的に整備
され、池の南側の広場には遊具なども設置されていま
す。現状を全否定するつもりではないのですが、自然
の造形で出来上がった在りし日の水辺を思い起こすと
何となく今日の情景が整いすぎて味気なく、富士山か
ら流れてきた溶岩の先端がここで固まってゴツゴツし
た多くの岩と豊富な涌水が溶岩のあちこちから湧き出
るようすが見られた自然の姿を失ってしまったと感じ
るのは私のような年寄りだけであろうか。
　三島では「せせらぎ事業」が成果を認められ全国的
にも高く評価され、菰池も公園として整備されてそれ
なりに評価されている現在です。けれど、もう少し以
前のようなもっと自然で素朴な趣がある風情のほうが
いいなぁと思っ
ている「かって
少年であった」
一市民の率直な
気持ちです。昨
今、提唱されて
いるSDGsの視
点からも言える
ように思うので
す。

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

菰池（こもいけ）の今

公園広場整えられた水辺

三島ワイズメンズクラブ  2022 年 4 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。


