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例会日︓毎月第 3 火曜日 18:30～20:30
例会場︓お食事処 松韻　三島市中田町 1-16　☎055-973-2678

BULLETIN

三島クラブ会長主題：笑顔の絆・繋げる想い（相川 毅）　国際会長：フェローシップとインパクトで次の100年へ
（Samuel Chacko：India） アジア太平洋地域会長：新しい時代とともに、エレガントに変化を（Chen Ming Chen：Taiwan) 東日本区理
事：未来に向けて今すぐ行動しよう（佐藤 重良：甲府21） 富士山部部長：広めよう地域社会にワイズの理念と奉仕を！（前原 末子：御殿場）
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会 長 相川　毅 A副会長 岡田美喜子 B副会長 渡邉近子 書 記 石川敏也 会 計 光永尚生

三島ワイズメンズクラブ
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キリストの平和とは、みんなのものがひとつとなるための働きに繋がっています。心の平安とつながり、関りによっ
て、平和な世界の実現を共に目指しましょう。
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強　調： キックオフ

三島クラブ 46 代会長として

会長　相川 　毅

　2022年 7月より、第 46代会長に就任させて頂きました。
　現在の 8名という人数と、未だクラブ最年少を脱するこ
とが出来ない状況の中でできる事は限られていると思いま
すが…
　新型コロナウイルス感染症による生活環境の劇的な変化
から活動が出来ない、コミュニケーションが取れない、ふ
れあいがない、やる気がない、笑顔がないのないないづくし。　
そんな中、笑顔の生活を中心に据えた活動をしてきたいと
思います。三島クラブとしてCS活動の行事が通常通り開催
される目処が立ち、社明運動（街頭宣伝）も行われました。
親睦会も開催。みんなの笑顔を子供たちに、街中に、そし
て日本中、世界中に広げていくことがこの一年の大切な活
動だと思います。新しいアイディアはまだ浮かびませんが、

みんなの知恵で、笑顔
一杯の行事ができるよ
う皆様の協力と共に、
尽力していきたいと思
います。
　ももクロちゃんたち
から受け取ったエネル
ギーたっぷりの、誰に
も負けない笑顔でこの
一年を走り抜く所存で
す。
　笑顔が足りない所に
は、私たちがいっぱい
の笑顔を届けます。楽
しい一年にしましょ
う。よろしくお願い致
します。

受 付：日吉 和代 Y's ／司 会：御殿場クラブ

7月三クラブ合同例会（ホスト：御殿場）：7月14日（木） 18:30～ 東山荘 (御殿場市東山1052　☎0550-83-1133)

✽開会の言葉
✽開会点鐘
✽ワイズソング斉唱
✽ワイズの信条
✽会長挨拶

✽聖句について

✽ゲスト・ビジター紹介

✽富士山部部長挨拶
✽食前の感謝

✽会　食

✽書記・委員会報告
✽誕生日・結婚記念日祝
✽スマイル・出席率報告
✽閉会の言葉
✽閉会点鐘

キリストの平和があなたがたの心を支配するようにしなさい。　　  コロサイの信徒への手紙 3 章 15 節

Happy Birthday

Happy Anniversary



6 月例会報告

会計・会報広報委員長　光永 尚生

　今月は、日吉会長時期の最後の例会となりました。総会
も開催されました。前期から次期相川会長期の引き継ぎも
行われました。まだまだ、新型コロナが終息しませんが、
可能な限り、松韻にて例会が開催されますように祈ってい
ます。二年間書記を担当させていただきありがとうござい
ました。感謝です。

社会を明るくする運動 街頭宣伝 7 月 1 日

会長　相川 　毅

　「社会を明るくする運動　街頭宣伝」が 2年ぶりに 7月 1
日（金）に実施されました。今回は出発式等は開催せず、
各団体等が持ち場に集まって団扇とチラシを配布するとい
う活動でした。
　当日は梅雨も明け、猛暑の中で福田CS委員長をはじめ、
相川・日吉・岡田・大村計 5名が例年の持ち場と同じ三島
広小路駅周辺に散らばり、街頭宣伝を行いました。
　コロナ以降、みんながマスクをして活動していましたが、
この暑さで正直コロナよりも熱中症に気をつけなければと
言う状況でしたが、受け取る側も昔のようにスムーズでは
なく拒絶する人も多い印象でした。しかしながら福田委員
長は団扇という夏の必需品を有効に宣伝し、素早く配って
いたのがさすがの一言でした。その後、役員会会場である
ムクゲに向かい活動を終了しました。どちらにしても各活
動が実施できるようになったことが何よりうれしく、コロ
ナ煽りに乗らず、正しく対策、正しく対処でやるべき事を
やれるように、政府、県、市、そして私たちも正しく恐れ、
できる事を実施しようと思います。

46 代会長から「ひとこと」

　会長　相川 　毅

　酷暑の夏、早くも梅雨が明け台風も。伊豆山土石流から
一年が過ぎたが未だ先が見えず、世界情勢も先が読めず、
日本の明日の安全さえ読めない状況です。
　今日一日を大切に。笑顔溢れる一日に。今を大切に。明
日の心配をするよりも、今を楽しく、笑顔の天下を。

新年度を迎えて

A 副会長　岡田 美喜子

　相川新会長のもと三島クラブが始動しました。感染症
の拡大で、例会の自粛や CS 活動ができない我慢の 2 年間
でしたが、7 月 1 日の「社会を明るくする運動」の街頭啓
発活動を皮切り
に、街中だがし
や楽校への出展
な ど が 予 定 さ
れ、活動できる
喜びを少しずつ
味 わ っ て い ま
す。
　今期は副会長
を仰せつかり、
相川会長を補佐
する立場ではあ
りますので、メンバーの減少はありますが、「できること」
をみなさんで協力しながら、明るく楽しく取り組んでいき
たいと思います。
　今月と 9 月に、孫が 2 人誕生する予定です。忙しい毎日
が楽しみです。

新年度の抱負

B 副会長　渡邉 近子

　7 月に入り、相川年度がスタートしました。コロナが少
し収まってきていろいろな行事等が再会しつつあります
が、ここ数日また徐々に感染者数が増え始めています。「第
7 波」が来たとも世間では、話題になっています。
　三島ワイズは、7 月１日にムクゲで役員会並びに親睦会
を行いました。久しぶりに焼肉等を食べお酒を飲みなが
ら楽しいひと時を過ごしました。これからも、皆で親睦会
ができることを願っています。また、少しずつ行事も行っ
ていけるよう皆で協力をして進めていかなければなりませ
ん。
　まだまだ暑い夏がやってきます。体調管理だけは、自分
でしっかりやっていきこの夏を乗り越えたいと思います。
皆さんコロナに負けず頑張っていきましょう！

ボケ始めてからの書記は大変そう（笑）

書記　石川 敏也

　 今期、書記を仰せつかりました石川です。久しぶりの
書記で何をどうやっていたのやら、ボケた頭で思い出すの
は大変で頭が痛いです。前期 2 年間、手慣れた光永ワイズ



家族、親族など科会あるごとにアタックを試みましょう！
　静岡 YMCA は 50 周年記念事業にむけて準備が始動し
ました。逐次情報を伝えますから協力をお願いします。ワ
イズメンズのメンバーは全員 YMCA 会員です。
　使用済み切手は多少にかかわらず例会時にお願いします

（休会中の藤田さんからもたくさん協力を頂きました）。

今月の一言

プロドラ・親睦・DBC 委員長　日吉 和代

　三島クラブが誕生して 46 年目に入りました。46 期会長
相川ワイズの船出です。
　コロナも収束しつつあり、計画した行事もスムーズに行
えると思い、新しい船出をしましたのに、新しい菌種のコ
ロナが発症、第 7 波が押し寄せつつあります。やっと少し
ずつ軌道に乗ってきた矢先に、本当にどうなるか心配です。
でも、46 期の船出、期待しています。

2021-2022 三島クラブの各種表彰

書記　石川 敏也

　2022 年 6 月 5 日（日）、2021-2022 度東日本区理事の大
久保知宏様より三島クラブの活動に対して様々な表彰をし
ていただきました。
●会員増強事業 EMC-MC 出席率優秀賞
●地域奉仕・YMCA サービス事業 CS 献金達成賞
●国際・交流事業 TOF 献金達成賞
日吉直前会長、ありがとうございました。

が書記をしていたので尚更です。三島クラブのメンバーの
みならず、東日本区、富士山部にまで迷惑をかけてしまい
そうなので、今から謝っておきます。申し訳ありません。
　それでも以前に書記をやらせていただいた時よりも随分
とメンバー数も減っておりますので、その頃に比べれば幾
分かは楽だとは思っているのですが、なんせその時からは
数十年経ってるんじゃないでしょうか？身体も頭も信じら
れないくらいに衰えてしまいました。しかし、一回りも二
回りも上の先輩方がまだまだ頑張っておりますので弱音を
吐いているわけにはいきません。なんとかできる限りで頑
張りますので温かい目で見守ってやってください（笑）よ
ろしくお願いいたします。

ラグビーワールドカップ迫る

会計・会報広報委員長　光永 尚生

　私と妻、息子たちは、ラグビー
のワールドカップ熊本大会で 2 試
合を観戦しました。実は、2023 年
フランスでの大会にもひそかに観
戦することを目標としてきまし
た。現在も、東京国立競技場に 2
回足を運び、TOP　ONE リーグ
決勝戦と、フランス代表とのテス
トマッチを観戦しました。
　体の動くうちは、国内はチケッ
ト抽選が当たれば、今後とも見に
行く予定です。現場に行くと、体
のぶつかり合う音が違いますね。
たまに、嵐の桜井君などが来場して楽しいです。

CS 委員長を頑張ります！

CS 委員長　福田 淑子

　コロナも落ち着いてきたので今年こそは
CS活動、ワイズメンズの活動をしっかり
とやっていきたいと思います。
　よろしくお願いいたします。

EMC・BF・YMCA の新年度キックオフに際して

EMC・BF・YMCA 委員長　大村 俊之

　三島クラブ全体としても今期も何といってもメンバー増
員が最優先課題であり、一人ひとりがちょっとした手がか
りからでも会員候補を推薦していただきたい。知人、友人、



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7月 第1回 役員会議事録

日　　時：2022年7月1日（金） 18:00～19:00
場　　所：ムクゲ（渡邉ワイズ）
出　　席：8名中7名（相川会長〇、岡田A副会長〇、渡邉B副
会長〇、石川書記〇、光永会計・会報広報●、福田〇、大村〇、
日吉プロドラ〇）　計7名
各種報告事項
●06/21（火） 6月例会・定時総会　松韻　18:30～　メンバー8名
中8名　出席率100％　メーキャップ0名　修正出席率100％　メ
ネット1名　計9名　スマイル8,000円
●06/27（月） ハンドブック＆メンバーシップロースター注文　東
日本区1冊　承認済　およびクラブ内最終校正
●06/29（水） 「メールによる臨時代議員会」での議事録承認の依頼　
日吉直前会長　光永直前書記により承認メール返信
●07/01（金） 社会を明るくする運動　17:00～　相川・大村・岡
田・日吉・福田　計5名　18:30～　「ムクゲ」にて第1回役員会　出
席義務者8名中7名（相川・大村・岡田・日吉・福田・渡邉・石川）19:00
～　親睦会　相川・大村・日吉・福田・渡邉・石川　計6名
今後のスケジュール
●07/14（木） 沼津・御殿場・三島 3クラブ合同初例会　ホスト：御
殿場（東山荘）　18:30～　登録費：3,000円　参加者：相川会長・大
村・日吉・福田・石川　計5名
●07/23（土） 第1回富士山部役員会・評議会　東山荘　受付13:30
～　役員会・評議会（合同）14:00～　登録費なし　議案提出は7/9

（土）　出席義務者：相川会長・岡田（委任状）・光永・石川　計4名
●11/12（土） 京都クラブ75周年記念例会　受付17:30～　開会
18:00～　会費：12,000円　参加予定者：相川・日吉・福田・渡邉・石
川　計5名（未定） 
協議事項
●議題：「街中だがしや楽校」協賛事業者・寄付事業者　1口1万円＝
承認済
●議題：富士山部各クラブ初例会の開催状況および出席＝案内な
し
●議題：前年度決算見込案＝承認　監査後、事業計画書に掲載
●議題：今年度予算案＝承認　事業計画書に掲載
委員会報告
●CS：「街中だがしや楽校」について＝8/21（日）開催　三島ワイズ
出店は「だれでも作れる簡単スリッパ」　詳細は追って　新聞紙・
プチプチを事前に用意すること：6/30（木）「市民ふれあいすこやか
まつり」実行委員会　出席：岡田　計1名：「市民ふれあいすこやか
まつり」について＝11/13（日）開催　委員会においてアンケート
実施後、抽選にて決定　但し、京都クラブ75周年記念例会の日程と
重なるため参加の可否を検討
●EMC：7月はゲストの積極的勧誘と推薦を呼び掛ける。会員候補
者情報を共有したい。BF：使用済み切手　日吉和代ワイズ780g・
大村俊之ワイズ25g・藤田小夜子ワイズ780g　ブリテンに掲載 引
き続き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。YMCA：6月理事運営委員会報告はブリテンに掲載済み 7月7日

（木）18時30分～　7月理事・運営委員合同会議開催予定
●プロドラ：6月例会 場所：松韻 8名中8名（100％）＋ゲスト大村
メネット＝計9名 スマイル8,000円。7月例会のプログラム詳細は
別掲。納涼例会については8月役員会で発表できるよう候補案を
検討。親睦：7月は誕生日なし結婚記念日なし　メンバーおよびメ
ネット（出席者に限る）に誕生日プレゼントを用意　記念日に関し
ては特になし。DBC：京都クラブ75周年記念例会　11/12（土）受付
17:30～　開会18:00～　会費：12,000円　参加予定者：相川・日
吉・福田・渡邉・石川　計5名（未定）引き続き参加者を募りつつ移動
手段を検討。
●会報・広報：ブリテン掲載記事の原稿依頼　6月例会報告：光永　
相川会長あいさつ　社明運動：福田　メンバー全員ひとこと　東
日本区表彰状掲載　原稿締切は7/10（日）　委員長までメールまた
はFAX
●メネット：メネット料理教室など検討中

在籍者 8名 メネット 1名 スマイル累計 60,900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 1,585g
修正出席率 100％ スマイル 8,000円 古切手累計 3,602g

三島ワイズメンズクラブ　2022 年 7 月号ブリテン
<発行：会報・広報委員会（光永尚生・石川敏也）>掲載内容に関すること
は☎090-3323-3289（光永）まで、気軽にお問い合わせください。

　7月に2度目の会長がスタートするちょっと前か
ら、梅雨明け・酷暑となり7月に入ってからも電量
不足で東京電力の省エネ要請があったり、電気代、ガソリン代はあが
る一方だし個別価格の上昇には歯止めがかからず、円安も自分の想
定を遙かに超え（iPhoneの新機種の価格は多分24万円程度にまで上が
る）、苦しさを感じ始める中、参議院選挙の最中、安倍元首相が暗殺
されるという戦後の日本においては想像も出来ない（これを平和ボケ
というのだろうか）事が起きている。
　今、膨大な情報が世の中に出ているが、本当に正しい情報にたどり
着く方法は有るのだろうか。ネットの世界でさえ、情報が錯綜し、中
国の五毛党を始めとするネット世界の情報操作がごく普通に行われ、
匿名性を生かした（実際には匿名ではないにもかかわらず）誹謗中傷
も後を絶たない。最近感じるのは正しい情報（情報の発信源を確認
し、その情報を得る）にたどり着く手段が奪われていると言うことで
す。たとえばテレビや新聞は嘘ばかりを報道し、新聞では間違いを訂
正しても、ネットの英文記事はそのまま訂正無しなど故意に何か策略
をしていると思われることもたくさんあります。だれか、正しい情報
へたどり着く方法を是非指南して頂きたいと思っています。よろしく
ご指南ください。
　安倍元総理の殺害について、新聞の見出しが一様に「安倍元総理 銃
撃により死去」とありました。本当の事実を書こうと思えば、死去で
はなく暗殺・殺害・殺されたのいずれかの文言が正しいのではないか
と感じています。意図的に酷かったことを隠そうとしているのではあ
りませんか？以前から殺人事件等凶悪事件があったとき、不思議と犯
人の言っていることを正しいとして報道しますが、それって本当なの
でしょうか？都合の良いことを言った人の意見は正しいが、都合が悪
いことは「あんなことを言っているが実際は違う」とかすぐやります
よね。
　また、新聞やテレビも、見たまま、事実を伝え、見た側がどう思う
かが本当の意見ではありませんか。事実を隠し、自分たちの意見を主
張する。そんなのは新聞や、公共電波を使っているマスコミがやるこ
とではありません。テレビ、新聞の終焉は間近だと思う最大の理由で
す。
　安倍さんの本当のことは私には解りません。ただ、世界各国の重鎮
たちがこぞって弔意を示している。私にはこの事実だけで充分です。
少なくとも世界においては素晴らしい事を行ってきたと確信を持って
います。だからこそ、今回の安倍元総理がこの世から居なくなったこ
とをさみしく思います。
　さて、ではこれから私たちがやるべき事は何かと言うことを考えな
いといけません。
　そこで私が伝えられることはやっぱり、ももクロしかありません。
「祝典」という新しいアルバムツアーが全国で行われてきました。日
本武道館と、武蔵野の森ファイナルツアーを現地で観戦してきました
が、彼女たちの魅力は一体なんなのか。なぜ60歳を間近に控えたおっ
さんが、ここまで引き込まれるのか。
　それは夢が明確であること、笑顔が持つ力を解っていることと、そ
れを生かしていること、ファンのことを思う気持ちが真実であるこ
と、嘘がないこと、なにより彼女たちの笑顔が本当に素敵であるこ
と。
　明日のことはわから
な い 。 け れ ど 、 今 、
こ の 時 を 全 力 で 生 き
抜 く こ と （ や る べ き
事）。日本という美し
い国を後世に絶対残す
（ 夢 ） 。 笑 顔 を 絶 や
さ な い で 生 き る こ と
（自分の意思でできる
事）。
　 明 日 、 生 き て い れ
ば、全力の笑顔で行動
しようと思います。そ
う、次の日も、その次
の日も…続く限り…。
笑顔の素敵だった安倍
元 総 理 の よ う に … 合
掌。

特別投稿

新会長の戯言…
記：相川 　毅


