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イエス・キリストは、何も持たない子どものように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできないと言われました。
しかし、私たちは、この地上に生まれてから死ぬまでの間に何かを持っていたいという欲望を抱きます。悔い改めて福音を信じなさい。

該当者なし 5/11：大村夫妻
5/15：渡邉夫妻
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強調： EMC

4 月例会報告

B副会長　岡田美喜子

　去る4月 19日、「松韻」にて 4月例会を開催しました。
　静岡県内は 1月 27日～ 3月 21日まで、新型コロナ
ウイルス感染症にかかるまん延防止重点措置が取られ、
三島クラブはそれを受けて 2月及び 3月の例会を中止
していたため、3カ月ぶりのリアルな例会開催となり
ました。
　議題は、CS委員会から「街中だがしや楽校運営協議
会」の報告と今年 8月 21日に開催予定の「だがしや楽
校」のワークショップに何を出展しようかという話題
でした。2年間中止になっているイベントです。「前回
の防災スリッパも良かったね」「紙芝居はどうかな」な
どの意見が出ましたが、2年以上ほとんどのイベント
ができていない状況でしたので、久しぶりにこのよう
な話し合いができ、たいへんうれしい思いがしました。
　松韻のおいしいお食事を頂きながらの近況報告では、
情報技術のことや IT産業などの少し難しい話から、家
族のこと、コロナのことなど、リアルな例会でなけれ
ば聞けない様々なお話を伺うことができました。
　このまま、コロナが収まってくれることを祈るばか
りです。

2022 年 5月例会：5月 17 日（火） 18:30 ～ 松　韻  三島市中田町 1-16 Tel.055-973-2678

「子どもたちをわたしのところに来させなさい。」  　　　マルコによる福音書 10 章 14 節

Happy Birthday Happy Anniversary

会長　日吉 和代 Y's
相川 　毅 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
渡邉 近子 Y's

岡田 美喜子 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：岡田 美喜子 Y's ／司 会：石川 敏也 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5月 第11回 役員会議事録

日　　時：2022 年 5 月 2 日（月） 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
●書記：東日本区会員増強事業主任の大川ワイズより 2021
年5月から2022年4月までの出席率報告の依頼があり対応。
●会計：6 月決算役員会仮決算は、5 月末をめどに会計まで。
委員会報告
● CS 委員会：だがしや楽校は 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。：すこやかふれあい祭り運営委員会へ委員とし
て岡田ワイズが参加。：恵明学園寄付の CS への申請は却下
された。
● BF・EMC・YMCA 委員会：使用済み切手の回収 5 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：ブリテンは A4 サイズにて作成する。
6 月は A3 サイズにて作成予定。岡田ワイズの原稿は OK。
大村メネットの原稿は、900 字程度で今週をめどに作成。
相川ワイズは例会写真を担当。
●プロドラ：4 月例会は 100％達成。5 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。三島クラブは連絡員
以外全員の委任状を提出。
●メネット会：特になし。
協議事項

（１）5 月 28 日 ( 土 ) 富士山部役員会・評議会の件▶
YMCA 東山荘にて　役員会 13:30 ～ 15:00　日吉会長＋相
川会計　評議会 15:00 ～ 17:00　日吉会長＋相川会計（岡田、
光永は委任状提出済）

（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 東日本区大会オンライン参加・登録
の件▶出欠見込み：日吉〇、大村〇 ( 大村 M 〇 )、相川△、
岡田×？、石川×、福田〇、渡邉×、光永×

（４）5 月例会の件▶プログラムは別掲
（５） 大村ワイズ在籍 50 周年の区への申請承認の件▶申請
済

（６）会員増強事業主任からの調査依頼の件▶申請済

メネットデビューして55年が過ぎました。
　1968年5月に南東部沼津クラブのメネットに（結婚
により）なり、その4週後に東山荘で開催の第23回日
本区大会に参加したのが私のメネットデビューでし
た。沼津クラブがチャーターして初の区大会であり夫
たちも初参加でした。メネット活動の予備知識も経験
もなく、知り合いの全くいない大会にたった一人での
参加でしたが全国のベテラン（と思しき？）メネット
たちに大変暖かく優しくお仲間にいれて頂きました。
若い新入りが心細そうなのを多分心配されたのだと思
いますが、爽やかでさりげない心配りをしてくださる
方たちばかりで「メネットは素敵な人たちばかり」と
いう第一印象でした。ワークショップの陶芸で抹茶
茶碗(写真)を作り、早朝には講師による野鳥観察会を
楽しみました。宿舎の2段ベッドの部屋に集まったメ
ネットの話題は専ら各地域での多様な奉仕活動で、メ
ンのサポートだけでなくメネットが自主性をもって独
自にも活動していると知り、ワイズメンズクラブを理
解する新鮮で心に残るメネットデビューでした。
　その４年後の下関の第27回日本区大会（写真）には
3歳半の長男（現沼津クラブ会長）と2歳の長女のコ
メットを連れて往きは寝台車、帰りは飛行機でとい
う車中泊含めて3泊3日の家族4人で参加。大会中「コ
メットのお預かり」支援があり、幼児連れでも安心し
て会に出席出来ました。
　沼津クラブのメネット会では、コメット文庫運営や
家族クリスマス例会、韓国西原クラブとの交流、田代
キャンプ場の世話など家族ぐるみで和やかに多様な奉
仕活動を行いました。
　1989年4月、自宅に近い三島クラブに転入した頃か
ら、私は姑の介護（18年間）や靜岡大への新幹線通勤
（25年間）などにより偶に家族会参加などでワイズと
は疎遠続きでした。20年前に舅と姑を看取ってから
ワイズに関われる時間が増え、静岡大退官後は三島
クラブの活動や
東日本区大会に
も参加するよう
になりました。
近年、東日本区
ワイズメネット
委員会に数年間
関わった際に各
クラブのメネッ
トはもちろん多
くのメンともお
知り合いになる
貴重な機会に恵
まれました。メ
ネットゆえの多
様な経験に感謝
してきました。

ワイズメネットの
『折り折りの記』
⑦五月編 記・大村 知子

在籍者 8名 メネット 1名 スマイル累計 45,400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 7,500円 古切手累計 2,012g

コメットと会場前で

1968 年大会メネットWSで作陶日本区大会

三島ワイズメンズクラブ  2022 年 5 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。


