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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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見えない明日を生きるとき、予期せぬ言葉があなたを支えてくれます。旧約聖書のなかには、
生きづらさを感じなからも生きる私たちの背中をそっと押してくれる言葉があります。
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8 月例会報告

B 副会長　渡邉 近子

　8月の納涼例会は、例年ですといつもの例会会場の他等で
アルコール類なども飲みながら行う事が多かったのですが、
コロナ感染が増加傾向であったため今回は、いつもの松韻
でアルコールなしで食事のみで行いました。いつも通りの
スケジュールで卓話なしでやりました。1か月に一度、美味
しい食事をしながら世間話やいろいろな情報を知ることが
でき、本当に楽しいひとときを過ごせる時間だと思いまし
た。行事「街中だがしや学校」も、メンバーの協力で無事
ひとつ終えることができました。
　まだまだ、コロナが終息しないと思いますが、少しずつ
以前のような行事が再開できることを心から願っておりま
す。
　日吉プロドラ委員長とも話し合い、卓話等も考えていき
たいと思っております。皆さんからのご意見をお待ちして
おります。

受 付：福田 淑子 Y's ／司 会：岡田 美喜子 Y's

2022年9月納涼例会　：9月20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
✽卓　話

✽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

すべてには時がある。　　                    　　　　　　　　　　　　　  旧訳聖書　コヘレトの言葉より

Happy Birthday

Happy Anniversary



CS活動報告（2022 年 9月）

CS 委員長　福田 淑子

1. アルミ缶のプルタブ収集活動
　環境保全活動の一環として三島ワイズが長く収集してき
たアルミ缶のプルタブですが、ここ 3年余では合計段ボー
ル 4箱 26㎏になりました。長く大村ワイズ宅で預かってく
ださいました。これを 9月 14日に梅名の株式会社マルサン
へ持参したところ 644円（内消費税 59円）で引き取っても
らえました。長年のご協力ありがとうございました。今は
アルミ缶のプルタブのみは扱っていないとのことなので、
今後はこの活動は見直していきたいと思います。

2. 街中だがしや楽校に参加　『防災スリッパを作ろう！』
　8月 21日（日）三嶋大社・えびす参道（旧下田街道入口）
で開催された「第 13回街中だがしや楽校」に今回も三島ワ
イズメンズクラブではワークショップを開き参加しました。
　新型コロナの影響で 2年間開催されず 3年ぶりの催し、
また雨天も心配されましたが、幸い高曇りの好天に恵まれ
1,000 人以上の子供たちが参加しました。
　「よく遊び、よく学び、よくお手伝いをする」をモットー
に、ワークショップやお店で子供たちが仕事し様々な体験
をするとスタンプがもらえ、それがたまると駄菓子と交換
されます。子供たちは働く意欲やお手伝いする喜びを楽し
く経験するものです。3月から準備が進められ、三島市内外
の多くの団体・サークルが参加しています。三島ワイズメ

ンズからは長年にわたり岡田ワイズが実行委員会に参加し、
今では委員会の中心の一人として事業を推進し多くの後輩
たちを指導しています。
　三島ワイズメンズクラブでは三嶋大社神池の東側の場所
でワークショップを開催。新聞紙を使い簡単に防災用スリッ
パを作る体験をしてもらいました。新聞紙を 3回折り、少
し差し込むとスリッパの出来上がり！子供たちも付き添っ
てきた父兄も大喜びでした。シールを貼って飾り色マーカー
で名前を書けば立派なマイスリッパです。これで災害時に
避難所で履物がなくても大丈夫、新聞紙があればスリッパ
ができますね。子供たちの中には説明の写真を見ただけで
一人で作ってしまう子もいました。お母さんたちも関心を
持ち参加される方が多くいました。10時～ 15時の間 120人
の子供および父兄の参加があり、参加者が絶えることはな
く大賑わいでした。
　当日のワークショップは相川会長、大村ワイズ、日吉ワ
イズ、石川ワイズ、渡邉ワイズ、相川メネット、福田が参加。
岡田ワイズは本部詰めで早朝から大忙しの一日でした。皆
様暑い中お疲れさまでした。



9 月の卓話：三島とキリスト教の歴史①

CS 委員長　福田 淑子

　三島の歴史の中で明治時代は栄光と困難の時代でした。
それは江戸時代から東海道の宿場町として箱根の登り口に
あり箱根越えの旅人で大繁栄していたものが、明治 22 年
（1889）鉄道東海道線の開業により箱根を歩く旅人がいな
くなり宿場が急激に衰退したためです。商業などに町の生
き残りをかけます。このころ三島の旧家でキリスト教徒の
一家が地域の産業・地方自治・文化・教育などに大きな影
響を与えています。この花島家・小出家を中心に三島のキ
リスト教の話をいたします。

1. 戦国時代　山中教会
　フランシスコザビエルが日本にキリスト教をもたらして
以来、西国大名領や大坂・京都をはじめ全国にキリスト教
が布教されます。宣教師が母国ポルトガルに日本の布教の
様子を報告していますが、その中に東海道の箱根道に山中
教会という記録があります。三島から東海道を箱根に上る
と 5つの新田集落がありますが最も高いところにある集落
が山中新田で、ここに山中教会があったと推測されていま
す。
　今でも江戸時代から住み続ける人々が 10 数軒いますが、
現在キリスト教徒はおらず、先祖がキリスト教徒と伝わる
家もありません。ただ、集落の宋閑寺の裏にある墓地には
隠れキリシタンの墓と伝わる装飾を刻み、花を浮彫にした
ような墓石がいくつかひっそりと残っています。

2. バラ女学校―キリスト教主義女子教育
　時は移り、明治期に
三島にキリスト教が広
まるとその中心は花島
家と親戚の小出家でし
た。花島家はキリスト
教主義女学校「バラ女
学校」を開設します。
家業であった酒造業を
廃し、酒蔵を教会礼拝
堂に寄付し、二階を洋
風の女学校に改装し
たものです。現在の三
島市役所の北側周辺で
す。明治 21 年（1888）
6 月のことです。
　校長はリゼー・バラ
女史、花島兵右衛門が
校主、義弟の小出市



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

兵衛が幹事でした。数名のアメリカ人女性教師が来日し、
国語と漢文以外は全て英語教科書を用いて女子教育をおこ
なったのです。県内でも英語教育の先駆をなすものでした。
聖書が教科の中心であり、すべてキリスト教主義教育の習
慣に基づいて行われています。生徒は寄宿生・通学生合わ
せて 50 名でした。男子青年のための夜間クラスが設けら
れ 50 名の生徒がいたようです。
　しかし、明治 23 年の教育勅語の公布あたりから、キリ
スト教徒が困難な立場に置かれ、財政困難なども理由とし
て、バラ女学校は明治25年 7月に閉校することになります。
わずか 4年とはいえ、三島に外国人女性教師が闊歩し欧米
の風が吹いていました。
　ここに学んだ一人が後の児童文学者小出正吾氏の母とな
る小出富子でした。小出市兵衛の養女であった登美子は息
子に、白いエプロンをつけて毎朝学校に通ったこと、アメ
リカ人教師に「グッドモーニング」と挨拶していたことな
ど語っています。（つづく）

三島ワイズメンズクラブ　2022 年 9 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。

2022年9月 第3回 役員会議事録

日　　時：2022年9月2日（火） 19:00～20:30
場　　所：三島市民活動センター　第1会議室
出　　席：8名中8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・会報広報〇、福田〇、大村〇、
日吉プロドラ〇）　計8名

各種報告事項
●08/09（火） 街中だがしや楽校全体会　19:00～　活動センター　
福田1名　●08/20（土） 街中だがしや楽校前日準備　14:00～　
三嶋大社　福田・岡田2名　●08/21（日） 街中だがしや楽校　詳
細はCS委員会より　●08/23（火） 8月納涼例会　松韻　受付
18:30～　メンバー8名中6名出席率75％　メネット1名　メー
キャップ2名　修正出席率100％　計7名　スマイル6,500円　●
09/06（火） 第3回役員会　19:00～　三島市民活動センター4F　
出席義務者8名中8名（相川・大村Z・岡田Z・日吉・福田・光永Z・渡邉・
石川）
今後のスケジュール
●09/20（火） 9月定例会　松韻　受付18:30～　詳細はプロドラ
委員会より　●09/24（土） ～25（日）　第18回富士山例会　富士
五湖クラブ　※詳細は別紙（不参加）　●10/04（火） 第4回役員会　
19:00～　三島市民活動センター4F　●10/15（土） あずさ部部大
会＆富士五湖クラブ20周年記念例会　※詳細は別紙（不参加） 
10/29（土） 富士山部部大会　中止　●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（夫妻）・光永・石川　計7名（予定）
協議事項
●議題：富士山部エクステンション委員会より各クラブ1名のエク
ステンション担当を希望＝人員不足のため三島は辞退　●議題：
09/24（土）～25（日）　第18回富士山例会　富士五湖クラブ＝不
参加　●議題：10/15（土）　あずさ部部大会＆富士五湖クラブ20
周年記念例会＝不参加　●議題：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（夫妻）・光永・石川　計7名（予定）＝出
欠を9月末日までに提出　移動方法及び宿泊施設はこれから検討　
●議題：10/30　前期部費納入　区費納入＝納入済　●議題：会費
の振込口座について　10月は第2期の会費納入月＝三島信用金庫　
三島北支店　普　1246706　三島ワイズメンズクラブ
委員会報告

【CS】●8/21（日）「街中だがしや楽校」　8:00～16:00　会場：三嶋
大社　神池東側　ワークショップ「防災スリッパを作ろう」　参加
者：120人　参加メンバー：相川会長、日吉、石川、岡田〔実行委員）、
大村、渡邉、福田　7名＋相川メネット　計8名天候にも恵まれ、薄
曇りの中、多くの子供たちに非常時に役立つ新聞紙で手軽に作れ
るスリッパの作成方法を体験してもらいました。父兄の皆さんに
も関心を寄せていただきました。暑い中ご苦労様でした。　●今年
度の見晴フェスティバルは開催中止　●プルタブの回収状況お
よび売却先の選定・日程調整＝9/14（水）午前9時に岡田ワイズ分
も含めて持参予定資源回収業者マルサン（株）三島市梅名428－1　
℡055-977-2047　事前に℡　●「市民ふれあいすこやかまつり」　
京都クラブ75周年記念例会と同じ日の11/13（日）開催について、
京都クラブの例会出席を優先し参加を辞退するか＝出店について
は不参加　岡田ワイズ参加　【EMC】●特になし　【BF】●使用済み
切手　特になし　引き続き回収　【YMCA】●理事・運営委員会合
同会議　9月8日（木）18時30分～　予定したBQ納涼会は中止

【プロドラ】●9月納涼例会のプログラムついて詳細は別掲　当
面の間、卓話はメンバーで　9月：福田（三島のキリスト教の歴
史）　10月：光永　【親睦】●誕生日：9/29岡田P　結婚記念日な
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・
光永・渡邉（夫妻）・光永・石川　計7名（予定）　移動手段及び宿泊施
設を検討　【会報・広報】●ブリテン掲載記事の原稿依頼　8月例
会報告：渡邉（済）　街中だがしや楽校：福田　連載はお休み：大村
メネット　卓話の説明：三島のキリスト教の歴史：福田原稿締切は
9/16（金）　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

山中新田墓地　隠れキリシタンの墓と伝わる

在籍者 8名 メネット 1名 スマイル累計 10,500円
出席者 6名 ゲスト 0名 プルタブ 0g
出席率 75％ ビジター 0名 プルタブ累計 0g
メーキャップ 2名 総出席数 7名 古切手 0g
修正出席率 100％ スマイル 6,500円 古切手累計 0g


