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わたしたちには、すぐに解決しなくても解決するまで考える時間が必要です。神様はいつも寄り添って最善の道を与えて
くださいます。神様につながっていることを信じてゆっくり、ゆっくり自分の与えられた道を歩いていきましょう。
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マホ・パソコンに弱い私、やる気のない私でも、皆様の協
力のおかげで参加する事が出来ました。本当にありがたい
事と思っています。
　「コロナに負けず和楽で活動」をテーマにあげたのに、コ
ロナに負け活動0ゼロ、本当に残念です。
　畑だけはと思いましたが、会員の減少と老会化で限界を
迎え、やむをえず中止閉園。本当に残念でした。
　コロナも少しずつ終息に向かい社会状況も緩和され、ボ
ランティアが再開出来る事を願っています。
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2 年間、ありがとうございました。

会長　日吉 和代

　43～ 44期の会長を引き受けた私でしたが、何も出来ない
2年間でした。42期石川会長の後半より現在まで、コロナ
で世の中の活動が中止。集団での集まりの中止。会食も中止。
何もかもが中止。私達ボランティアは集団で皆と楽しく活
動する事がメインなのに、それがダメになると本当につら
い2年間でした。
　1年目、何もしない会長だから 2年目も会長を、という事
で引き受けましたが、2年目も何も活動出来ず皆様に迷惑を
おかけしました。
　でも、メンバーの皆様の協力のおかげで会報ブリテンは
毎月欠かさず発行出来ましたし、役員会もZOOMで開催す
る事が出来ました。
　例会は、直接会員の皆様の顔がみえないZOOMでの開催
から、コロナの状況をみて直接顔の見える例会へと、時と
場合を考えて開催してきました。コロナがなければZOOM
会議なんて知らずにすごしたんではないかと思います。ス

受 付／司 会：渡邉 近子 Y's

2022年6月例会：6月21日（火） 18:30～ 会場／松　韻　(三島市中田町1-16　☎055-973-2678)

✽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
✽食前の感謝
✽会　食
✽書記・委員会報告
✽スマイル・出席率報告
✽閉会の言葉
✽閉会点鐘

●定時総会
　議長：
　司会：
　①事業報告・仮決算報告
　②次期事業計画・予算計画

●ギャベル＆バッジ引継式

「探しなさい。そうすれば、みつかる。」マルコによる福音書 7章 7節

Happy Birthday

Happy Anniversary

6/21  大村Y's

該当者なし



5 月例会報告

A 副会長・会計　相川 　毅

　去る 5/17、三島クラブの定例会会場である松韻にて 5月
例会が行われました。今回は光永ワイズが都合により参加
できなかったため、ハイブリッドではなく、大変久しぶり
の集合例会となりました。通常通りの例会と、いつも満足
できる松韻様の食事に舌鼓を打ちながら、近況報告を兼ね
たスマイルも実施。やはり、みんなの笑顔とおいしい食事
を楽しむ例会は、満足度が高まります。委員会報告を聞い
ても、来期はリアルイベントが現実味を帯びてきたことか
ら、前向きに進んでいけそうです。三島は 4月 5月と食事
付きのハイブリッド・リアル例会を開催していますが、こ
れから先もみんなで顔を合わせた楽しい例会が続くことを
切に願いながら例会報告と致します。

日吉会長、今期「も」お疲れ様でした。

　A 副会長・会計　相川 　毅

　日吉会長 2 年目の年度も、東日本区大会が終了し残すは、
クラブ例会・総会ですね。なんとか無事に終わることが出
来そうです。
　イベントがほとんど実施できない中、モチベーションを
保ちながら、この苦しい 2 年間を頑張ってきた日吉会長に
は頭の下がる思いです。本当にお疲れ様でした。来期は 2
度目の会長を引き受けますが、この少人数（8 名）となっ
たクラブで、どんな未来を描くことが出来るか、私なりに
できる事をやっていきたいと思います。仕事の方は新本社
の建築が完了し、引越や体制の変更や、オンシーズンの暑
い夏と共に、忙しい日々を過ごすことが出来ることが本当
に幸せなことだと感じます。また、プライベートでは、相
変わらずのももクロちゃん三昧。5 月 15 日の日本武道館
でたくさんの笑顔を頂き、6 月には武蔵野の森でのライブ
への参戦も決まり、さらに 6 月は 4 人のメンバーの内 3 人

の生誕記念があ
り、まさに笑顔
つきることなき
日々を過ごして
おります（笑）
マスク越しでは
ない、本当に素
敵な笑顔が私の
生きる力となっ
ています。出会

う人全てに、最高の笑顔をお見せできるようにこれからも
頑張っていこうと思います。次年度、何卒よろしくお願い
致します！

三島がおもしろい！早朝のウオーキングと昼間のウオーキング

B 副会長　岡田 美喜子

　この一年、コロナ禍で三島クラブの活動はままなりませ
んでしたが、個人的に行ってきた活動の一つをご紹介しま
す。
　私は、ウイズコロナを意識した新たな観光戦略として「朝
の街みしまの朝散歩」を三島市に提案しています。三島市
では、来訪者に「せせらぎ」を中心にウオーキング等で市
内を回遊していただき、宿泊で滞在時間を延ばすナイトタ
イムの戦略を模索していました。私の提案は、宿泊した次
の日の朝、散歩で市内を回遊し、街中でおいしい朝食をとっ

ていただくというもの
です。
　まだ薄暗い早朝５時
半、三嶋大社を参拝し、
桜川、源兵衛川、中郷
温 水 地 公 園 等 を 回 る
ルートですが、清らか
な朝の空気とせせらぎ、
中郷温水地から見る朝
の富士山の眺めは素晴
らしく、新たな魅力が発見できます。これは、何度となく
実証実験を行っているところです。
　先日、地域の体育振興会主催で開催されたノルディック
ウオーキングに参加しました。朝９時に北小学校を出発し、
源兵衛川、水の苑緑地、雷井戸、三島梅花藻の里、隆泉苑
お庭、楊原神社、菰池公園など、休憩を取りながら２時間
半、市内を回遊し歴史等のお話を聞きながら散策を楽しみ
ました。
　この時の新たな発見は、楊原神社です。市役所南側にあ
るので庁舎から毎日のように眺めていますが、三嶋大社に
次ぐ古い歴史があり、境内には「三島七石」の一つ蛙石が
あることや樹齢 400 年のケヤキの大木が３本も立っている
ことなどを知りました。
　同じルートを通っても、時間帯や一本路地を変えるだけ
で、毎回新たな発見があります。そして、ご一緒する方々
とのコミュニケーションも楽しみの一つです。市内を散策
してみたくなりましたか？

2022 ～ 2023 相川会長期の抱負は豊富

書記　光永 尚生

　 皆様こんにちは。
熊本空港から光永で
す（写真は国立競技
場ラグビートップワ
ン決勝です）。毎日、
三島クラブの皆様の
来熊を心待にしてい
ます。熊本に来られたら、私の自宅にある 2 台の公用車で
お迎えします。熊本空港か福岡空港か熊本駅に新幹線にな
るかと思いますがいずれも風光明媚なルートに仕上がって
います。熊本空港ならば、最後の 20 分は左側の席からは
阿蘇の火山が近くに見えます。有明海を左に旋回しながら、
熊本市街地を飛び越えて、高台にある滑走路に着陸します。
　熊本市は、人口が、70 万人あまりで、20 番目の政令指
定都市です。100% 地下水でまかなう唯一の政令指定都市
です。ブラタモリでは、熊本城、水前寺、水源池などが複
数回にわたり紹介されました。
　さて、皆様には、熊本城は、ご案内させていただきます。
天守閣の復旧は完了し、天守にも登れますから、阿蘇さん
や有明海を一望できます。石垣には 20 年が、必要です。
西郷隆盛をして、西南戦争で負けたのは、官軍にではなく、
加藤清正にであると言わしめた天下の名城です。豊臣秀頼
を迎えるために、本丸御殿は、作られたと言われています。
加藤清正が、あと少し健在であれば歴史は変わったかもと
も言われています。歴史の If ですかね。
　さて、皆様には一泊ならば、熊本黒川温泉か天草を。二
泊ならば、熊本城横にあるホテルと温泉で、名物の馬刺と
辛子蓮根、一文字のぐるぐるを堪能いただきます。
　今年は、まだまだ、妄想がつきません。とりあえず、皆
様のお力をおかりしつつ、会計や会報、広報をがんばりま



通りできることを期待しております。
　三島大祭りも３年ぶりに開催すると
聞きました。他のイベントも徐々に

行っているよう
です。
　 少 な い メ ン
バーの中、次年
度の役は副がつ
くものばかりですが、補佐役として
がんばりますのでご協力を宜しくお
願い致します。そして、会員が増え
ることを願っております。

　私生活では、主人と孫達の成長を楽しみにしながら過ご
しております。

Mr.Children 30 周年記念ツアー～日産スタジアム

副書記・会報 / 広報委員長　石川 敏也

　行ってきました、Mr.Children 30 周年記念ツアー in 日
産スタジアム！あいにくの空模様で、バイクで出かけた途
中の小山町では土砂降りに遭遇。横浜まで行くと雨は止ん
でいましたが、16 時から 3 時間のコンサー
トが終わるころには、また雨。つくづく
雨男だと思い知らされました（笑）30 周
年ということですが、私が三島クラブに
入って早 24 年目？ 1998 年 12 月に入会と
なっていますが、実は今回コンサートに
出かけたバイクは、この年に買ったもの

（笑）だいぶくたびれて故障も多いですが
何とか 30 年まで頑張ってもらいたいもの
です。

期末に当たって

メネット会委員長　大村 知子

　今期もコロナ感染防止の影響でメネット企画の料理教室
開催を見送り、大変残念でした。せめてもの奉仕としてブ
リテンに「折り折の記」8 編を投稿しました。当初、隔月
掲載ということでしたが後半からイレギュラーの掲載にな
り、12 回分用意した葉月、神無月、師走、卯月編が半端
な形で残りました。三島クラブの例会に参加させていただ
き楽しかったです。
　6 月 5 日東日本区大会のワイズメネットアワーに ZOOM
参加しました。澁谷委員長から甲府 21 の松村仁子新委員
長への引継ぎ、視覚障害の女性牧師さんの講演などで 2 時
間を懐かしいメネット（参加 43 名）と共有しました。

特別表彰～ゴールドメンバーとしての略歴

ゴールドメンバー　大村 俊之

　元沼津クラブワイズ中田 成とのご縁で
1966 年から沼津クラブ設立準備活動をし
て、1967 年 11 月沼津クラブチャーター
によりチャーターメンバーとして入会し
た。1989 年 4 月三島クラブに転入し現在
に至る）。１981 － 1982 年日本区南東部
部長、沼津クラブ会長 2 回、三島クラブ

会長 2 回、沼津クラブ在籍時に三島クラブ設立および御殿
場クラブ設立に関わった。ブースター賞を 3 回受賞した。

（2022.6.5. 記）

す。引き続き、御贔屓に。在主平安

令和 3 年度を振り返る

監事・BF/EMC/YMCA 委員長　大村 俊之

　三島クラブ YMCA 連絡員として 11 回の静岡 YMCA 理
事・運営委員会に ZOOM で参加した。5 月の熱海センター
において開催した総会には参加し、三島クラブの欠席者委
任状も提出した。今期は恒例の英語スピーチコンテストは
ZOOM で開催し、三島から日大中学から参加者があった。
毎回、各クラブも活動が様相など情報交換もした。
　BF 委員長としては、随時収集を呼び掛けた東日本区ま
たは部からの提出期日の情報が届かなかったので、累積使
用済み切手は次年度に持ち越します。
　EMC として、会員減少が続きクラブとして危機的状態
を脱却できないままであり、継続して全員で課題解決に向
けて知恵を絞り行動に移す呼びかけをしたい。
　来期こそ新会員を迎えるよう皆さん頑張りましょう！

花を愛でる生活

CS 委員長　福田 淑子

　今では全国的に有名となった柿田川に程近い清水町柿田
に父が家を建てたのは 60 年前、私が小 2 の時のこと。10
数坪ほどの庭に父は木を植え野菜を育て、母は草花を植え
夏は毎朝草取りをしていた。今頃になると、母の好きなカ
ラーの花が座敷前一面に
白く揺れていた。
　小 4 の時、担任の今福祝
子先生が家を新築され、庭
に植える植物をわけてい
ただきたいと話されてい
た。そこでカラーを株わけ
して持っていくと、たいそ
う喜ばれ、お礼にと先生の
手縫いの木綿のハンカチーフを頂いた。長く私の宝物だっ
た。
　平成 30 年に父が亡くなると、一人暮らしが困難になっ
た母を見るため、実家を建て替えた。令和 2 年春新居に移
り、母の日のプレゼントにラズベリー色のカラーの鉢を
贈った。母はとても満足したようだった。花が終わると母
の部屋の前庭に植えこんだ。翌年、期待した花咲かなかっ
た。土が合わないのかな？と諦め、今度はクリーム色のカ
ラーを求め、又庭に植えてみた。
　そして今年、6 月の声を聴くと、わさわさカラーの花が
咲き始めた。ラズベリーがいくつか、そしてクリームの花
も。
　笑顔の母。私は心の中で　やった～　と叫んでいた。2
年越しに待ったカラーの花たち、これから長く咲き続けて
ね。機会があれば、白のカラーも植えてみたい。今福先生
にも報告しなくては。先生は 80 代で今もお元気です。
　ささやかな私の花物語でした。

新年度に向けて

プロドラ・親睦・DBC 委員長　渡邉 近子

　コロナの感染者が減少傾向になっておりますが、終息す
るにはまだ無理かなと思います。三島ワイズも年度末に
なってきましたが、昨年度よりは例会の数も増え、何とか
1 年が終わろうとしてます。新年度は、事業や例会が通常



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6月 第12回 新旧合同役員会議事録

日　　時：2022年6月7日（火） 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
●富士山部報告：5/28（土）東山荘にて富士山部役員会に日吉会
長、評議会に日吉会長・相川会計が参加、議案は全て承認。また、同
日開催された次期クラブ役員研修会にも日吉・相川が参加。6/4

（土）9:30-11:00 オンラインにて東日本区代議員会が開催。日吉会
長が当社事務所よりオンラインにて参加。議案は全て承認。詳細は
日吉会長より確認。
●東日本区大会参加報告：ゴールデンメンバーとして、大村ワイズ
の特別表彰。ブリテンに投稿依頼。メネットアワーに大村メネット
参加。甲府21の村松じゅんこメネット会長。福田ワイズ参加感想
＝勉強になる会であった。他の部のことがわかった。メモリアルア
ワーなども参加。
●総会に向けて書類提出日程の確認：事業報告書は6月10日（金）
光永宛に提出のこと。事業報告書・会計報告書仮決算分として6月
16日（木）までに書記より共有。6月13日の週に、大村ワイズによる
監査の実施。
委員会報告
●CS：・市民すこやかふれあい祭り第27回実行委員会参加報告。今
年度の開催が決定。出店負担金は今年度は徴収しない。体育館の
2/3程度の規模に収め出展参加希望を募る予定。三島も対象。次回、
6/30 13:30～ 第2回実行委員会（岡田ワイズが参加予定）・だがし
や楽校会合参加。6/9までに負担金案内。拠出決議済。7月中旬まで
に出店の内容を決定する。今年度予算は執行済なので2022-23年
度で拠出。7/1以降に振替にて入金を福田ワイズに依頼。・次年度の
社会を明るくする運動に参加するか否かの確認。役割の継続のた
め、7/1～の社明運動について三島市社会福祉課より来季の連絡先
の問い合わせが来たが、大村ワイズ宅に案内の送付を依頼。CS委員
長に転送して、福田ワイズから三島クラブ全員にLINEで共有する。
社明運動実行日に、三島クラブ役員会をするかは要確認後決定。
●BF・EMC・YMCA委員会：古切手5g（福田ワイズ）　ほかは静岡
YMCA連絡員の大村ワイズ報告　
●静岡YMCA連絡員：1.総会：5月21日（土）熱海センターにて開催
大村ワイズが参加。欠席者の委任状提出議事1～6号議案（承認）総
会資料は例会にて配布。2.YMCA6月理事・運営合同委員会6月2日 
18:30～ 熱海センター＆ZOOM（大村はZOOM参加） 新年度事業に
ついて1.2022年度中学生スピーチコンテストを11月19日（土）起
雲閣にて開催 申し込み締め切り11月5日。7月に学校宛に案内を発
送予定。2.事業報告の様式の見直し。3.設立50周年記念事業につい
て 各クラブ関係で決まったこと 25年間の各クラブのブリテンを
収集する。4.次回6月理事・運営合同委員会7月7日（木）18:30～ 熱
海センター 11月理事・運営合同委員会は11月2日（水）に変更
●会報・広報委員会：6月はA3サイズにて作成。例会報告は相川ワ
イズ。全メンバー、写真1点と原稿を、200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。
●プロドラ：5月例会 場所：松韻 8名中7名（88％）＋ゲスト大村メ
ネット＝計8名 メーキャップ1名（修正100％） スマイル7,500円。
6月の例会は松韻でハイブリット形式。例会後に定時総会を開催。
●DBC：特に進展なし。
●メネット会：区大会報告に大村メネット参加。
次期役員会に向けて
●次期相川会長：2022-23は、事業の実行へ向けた1年としていく。
●事業計画書は6月10日までに提出。6月13日（月）に事業計画書＆
会計予算案を4役で打ち合わせを行うこととする。

三島ワイズメンズクラブ　2022 年 6 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。

在籍者 8名 メネット 1名 スマイル累計 52,900円
出席者 7名 ゲスト 0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 8名 古切手 5g
修正出席率 100％ スマイル 7,500円 古切手累計 2,017g

「庭の梅の収穫と梅仕事の水無月」
　毎年6月は、我が家の庭の梅の実が最盛期を迎えま
す。５月末に古木の小梅の収穫が始まります。青くて
硬い小梅をカリカリ梅に漬けますが我が家流はミョウ
バンではなく卵の殻を用いるのが特徴です。今年は5
月の強風と豪雨で太い枝がぽっきり折れのですがそれ
でも使い切れないほどの収穫量でした。
　6月初め、中梅は青いのをブランデー、氷砂糖と赤

ザラメで梅酒を
漬けます。1粒ひ
と粒ヘタをとる
時間のかかる手
仕事です。リタ
イヤ―後は日中
にこの作業がで
きますが、現役
時は専ら夜なべ
と夜明け前の作
業でした。出来
上がりが楽しみ
で丹念に仕込み
ます。3年目頃が

呑み頃、オンザロックはもとよりハンバークの隠し味
にも好評です。青梅からは梅エキスも作ります。1キ
ロの実の果汁から大匙一杯位しか出来ないので小瓶一
杯分を弱火で煮詰めるのに手間暇がかかりますが実
家の母が作っていたのを見習って作っている特効薬で
す。
　数日後、実が色づき始めると梅干し、さらに熟した
梅は一晩冷凍してから梅シロップや梅ジュースにしま
す。ご近所や知人たちにも恒例でおすそ分けをしてい
ますが、梅採りは早朝に何日もかけて、脚立を使った
り、高バサミで枝毎切り採ったり、踏み台に上るとか
背伸びをしながら傷をつけないように収穫するので、
足腰に負担がかかる作業です。以前は梅の収穫には夫
も大活躍でしたが近年は私一人で頑張っていました。
でも今年は前庭の高い木2本については息子と孫が収
穫をしてくれたので大助かりでした。
　実の大きな豊後梅は6月中旬が桃のような香りがし
色づき最盛期を迎えます。果肉がたっぷりなのでジャ
ムを作ります。月末に小梅のカリカリ漬けと梅干しに
紫蘇を漬込むと水無月の梅仕事がひと段落し、土用に
3日間天日干しをして甕一杯の梅干しが完成します。

　9月に、残し
て お い た 梅 酢
で 茗 荷 の 柴 漬
け と 紅 生 姜 を
作 っ て 一 連 の
梅 仕 事 が 完 了
です。

ワイズメネットの
『折り折りの記』
⑧水無月編 記・大村 知子


