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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）

主 題

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
CHARTERED OCTOBER 7.1977

忘れることができるのはありがたい。とってもつらいだろうと思ういろんなことを、ありが
たいことに私たちは忘れることができる。時間というお薬があるのです。

10/09 日吉 10/20 渡邉
10/25 光永

10/10 福田 10/21 相川

会長　相 川　毅 Y's
石川 敏也 Y's

出席者一同 ( 中止 )
司　会

会長　相 川　毅 Y's
会長　相 川　毅 Y's

親睦委員会
福田 淑子 Y's

「ＹＭＣＡの働き～熊本 YMCA と
熊本の良い所を紹介します～」

光永 尚生 Y's
書記・各委員長

親睦・プロドラ委員会
渡邉 近子 Y's

会長　相 川　 毅 Y's

だけの人生経験と、知見の持ち主なので一体どんな話題を
提供してくれるかこれからも楽しみです。
　そのほかでは、京都クラブ 75周年の参加者打合せや、そ
の他活動報告等があり、徐々にですが普通を取り戻しつつ
あります。8名での例会ですと、役割もすぐ回ってくるし、
なかなかたいへんですが、おいしい食事を味わいながらの
みんなの笑顔がたくさんの幸せを運んできてくれます。近
子さんや、岡田さんのお孫さんの話を聞いていると、素直
にみんな充実した笑顔を見せてくれます。一日も早く、マ
スクのない、素敵な笑顔と一緒に過ごせる例会が開催でき
ると良いなあと思いながら、以上例会報告でした。
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強　調： LTOD・IBC

9 月例会報告

会長　相川 　毅

　去る 9月 20日（火）三島クラブの例会が通常通り松韻に
て食事付きで開催されました。メンバーは光永ワイズを除
く全メンバーと、毎月ご参加いただいております大村メネッ
トを含め、計 8名の参加となりました。光永ワイズは九州
部会の出席でメーキャップとなり、おかげさまで修正出席
率は100％を堅持することとなりました。
　9月例会は、コロナ以降久しく行っていなかった卓話を
メンバー内で行っていこうということで、先陣を切って福
田ワイズが「三島のキリスト教の歴史」のタイトルで卓話
をしていただきました。地元にいながらも、またワイズの
活動をしながらもなかなか、地元とキリスト教のことを知
る機会もなく、有意義な卓話となったと思います。来月は、
光永ワイズが熊本のことを話してくれるようで、この流れ
が続いていくと例会もより充実していくだろうと思う次第
です。メンバーそれぞれが私を除きいろいろな話ができる

受 付：大村 俊之 Y's ／司 会：日吉 和代 Y's

2022年10月定例会　：10月18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

つらくても　時間が助けてくれる。　　                    　　　　　　　　渡辺和子シスターの言葉より

Happy Birthday

Happy Anniversary



外国人の方々と茶道を体験

A 副会長　岡田 美喜子

　三島ワイズメンズクラブの卓話で、のびっこクラブの石
井千恵子さんとのご縁を頂き、外国ルーツの子どもたちや
市内在住の外国人労働者、そのご家族などの支援をしてい
ます。
　市内在住の外国人は増えています。その方々の支援のた
め、各団体との協議会の立ち上げや外国人の方に情報を伝
える「みしまめっせんじゃー」の設立、三島市のホームペー
ジの多言語化（10か国語になりました）などを実現し、新
たな取り組みも検討中です。
　昨年は、三島市が主催する「日本語の教え方講座」12回
を受講し、修了証を頂きました。そして、今年 1月には三
島市の日本語サークルに入会し活動しています。外国人の
学習者を担当するまでには至っていませんが、イベントに
参加し外国人の方々と交流しています。
　先日は、日本語サークル主催の「おしゃべり会」に参加
しました。テーマは、茶道です。外国人学習者の方々と一
緒に、表千家の作法を教わりました。そして、本格的にお
茶を点てていただき、正座をしてお抹茶と和菓子を頂きま
した。
　日本人も椅子の生活がほとんどで、正座する機会があり
ませんが、外国人の方々は正座が本当に苦手です。体験終
了と同時に、しかめっ面で畳に足を延ばす姿に、お互い笑
い転げるなど、楽しい時間を過ごしました。
　外国人のみなさんへ自己紹介や会話は、「日本語の教え方
講座」での学習にのっとった会話をします。
　今は、娘が産休を利用して「日本語の教え方講座」を受
講しています。

9 月の例会写真



2022 年 10 月 18 日 卓話のトピックス

会報・広報委員長　光永 尚生

　熊本には、熊本YMCAと 12 のワイズメンズクラブが
あります。
　1948 年 ( 昭和 23 年 ) に熊本YMCAは設立されたのです
が、熊本ワイズメンズクラブは翌年の 1949 年 ( 昭和 24 年 )
に設立されています。つまり、YMCA活動の開始とほぼ
同時に熊本でのワイズメンズクラブ活動が始まりました。
　その後、熊本YMCAは現在に至るまで、多くの施設が
設立され、今は 15 の施設が運営されています。公益財団
法人、学校法人、社会福祉法人、有限会社の 4法人の運営
です。
　今は、4法人共に、光永が代表者をさせていただいてい
ますが、15 の施設に、12 のワイズメンズクラブが活動し
ているというところが大きな特長です。
　たとえば、みなみセンターというプールのある施設では、
熊本みなみワイズメンズクラブがあり、運営委員会が開催
され、施設の活動とワイズの活動＝ CS活動などが一体化
する場合も多々あります。
　今月は、全体で 1,200 個の十勝じゃがいもファンドの働
きがあり、多くのクラブファンドとして熊本市・熊本県内
に障がい者支援活動の一環として、活動の場を広げてきま
した。また、2月に行われる全国YMCAピンクシャツデ
イでは、「いじめをなくそう」という共通テーマで運動の
広がりを目指しています。
　このように、熊本ではYMCAとワイズメンズクラブの
活動が車の両輪として、「見える化」されていることは、
活性化の一つのカギであると考えています。活動のヒント
は、「イコールパートナーシップ」「協働型」「提案型」「支
援型」などですね。

2022 年 11 月 13 日（日）DBC 観光案内企画

プロドラ・親睦・DBC 委員長　日吉 和代

　京都ワイズメンズクラブ 75周年記念例会の翌日、2022年
11月 13日（日）に京都の三井ワイズがDBC交流会を企画
してくれました。内容は以下の通り。ありがたいことです。

09:00　ホテル堀川イン（堀川御池下がる東側）に迎え
10:00　観光　将軍家・青龍殿見学
11:30　観光　銀閣寺
12:00　昼食・懇親会　銀閣寺畔「白水園」お弁当￥3,000（税
込み）+飲み物代
15:00　蓮華王院三十三間堂（駐車場あり 50 台）拝観料
￥600/1 名
16:00　京都駅・八条口（新幹線）　お見送り

静岡 YMCA10 月理事会・運営委員会合同会議報告

YMCA 連絡員　大村 俊之

　2022年 10月 6日（木）　18:30 ～ 20:00　静岡YMCA熱海
センターにて
1. 中学生スピーチコンテスト 2022.11.19（土）（ZOOM参加）　
審査員としてALT2名を熱海市教育委員会に依頼　計 4人
で審査　司会は泉明寺コメットに依頼
2. 静岡YMCA創立 50周年記念事業
・記念式典日程　2024.4.13（土曜日）
・記念式典会場：三島プラザホテルに決定
・実行委員会設置　実行委員委員会委員長　長谷川等
　総務、記念誌、記念式典の各委員長を推薦
　委員は4～ 5名で構成
　委員には各クラブ会長に加わってもらう依頼をする
　（理事長）
　＊注）記念誌発刊に関して三島クラブ石川ワイズに依頼
3. 報告　各クラブの実施した活動について
次回は11月 3日（木）18:30 ～

【【おお問問いい合合せせ】】
京京都都ワワイイズズメメンンズズククララブブ
記記念念例例会会実実行行委委員員長長

鍵鍵谷谷 将将宏宏
９９００９９８８ ８８３３１１６６

✉✉

【【登登録録費費】】

円円

ククララウウンンププララザザホホテテルル京京都都
平平安安のの間間

土土
：： 開開会会 ：： 受受付付開開始始

京京都都ワワイイズズメメンンズズククララブブ
周周年年記記念念例例会会

Past Present
and Future

森森友友嵐嵐士士がが祝祝宴宴にに花花をを添添ええるる

Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ

～～すすべべててににあありりががととうう～～

蓮華王院三十三間堂

将軍家・青龍殿 銀閣寺



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

三島ワイズメンズクラブ　2022 年 10 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10月 第4回 役員会議事録

日　　時：2022年10月4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7名（相川会長〇、岡田A副会長〇、渡邉B副
会長●、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7名

各種報告事項
●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　●10/01（土） 西日本区九州部部会　光永1名　●
10/03（月） 街中だがしや楽校全体反省会　19:00～　三島市民活
動センター4F　岡田1名　●10/04（火） 三島市民活動センター
WEB登録開始　石川1名　●10/04（火） 第4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7名（相川・大村Z・岡
田Z・日吉・福田・光永Z・石川）欠席（渡邉）
今後のスケジュール
●10/06（木） YMCA運営委員会　理事会・運営委員会合同会議　
18時30分～　●10/18（火） 10月定例会　松韻　受付18:30～　
詳細はプロドラ委員会より　●11/01（火） 第5回役員会　19:00
～　三島市民活動センター4F　●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：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）＝会場であるANAクラウンプ
ラザホテル京都（シングル：相川・日吉・福田・石川：各24,000円　ツ
イン：渡邉夫妻：29,250円）と京都堀川イン二条城前（シングル：相
川・日吉・福田・石川：各8,845円　ツイン：渡邉夫妻：13,266円）を
仮押さえ済　移動方法及び宿泊施設、ご祝儀、お土産は例会にて検
討　●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】●プルタブ　9/14（水）にマルサンに売却　26Kg=644円　●
だがしや楽校の報告書～届き次第発表＝11/10（木）ご苦労さん
会　会場未定　次期に向けての全体会は2/20（月）19:00～三島市
民活動センターにて　だがしや楽校自体の開催日は未定　【EMC】
●特になし　【BF】●使用済み切手　日吉：500g　福田：2g　大村：
70g　計572g　【YMCA】●YMCA：理事・運営委員会合同会議　9
月8日（木）18時30分～　大村欠席　1.中学生スピーチコンテスト
について　2022.11.19（土）起雲閣　2.静岡YMCA創立50周年事業
について　記念式典：2024.4.13（土）三島プラザホテル　実行委員
会設置（10月合同会議で提案予定）　記念事業の概要素案（後日検
討）　3.実施事業報告　三島クラブから「街中だがしや学校を8/21
に実施しワークショップの参加者120名」を報告　【プロドラ】●9
月定例会　松韻　受付18:30～　メンバー8名中7名　出席率88％　
メーキャップ1名　修正出席率100％　メネット1名　計8名　ス
マイル7,500円　●10月定例会のプログラムついて詳細は別
掲　10月卓話：光永　【親睦】●誕生日：10/9（日吉）10/20（渡邉）
10/25（光永）　結婚記念日：10/10（福田）10/21（相川）　【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 　会場であるANAクラウンプラザホテル
京都（シングル：相川・日吉・福田・石川：各24,000円　ツイン：渡邉
夫妻：29,250円）と京都堀川イン二条城前（シングル：相川・日吉・福
田・石川：各8,845円　ツイン：渡邉夫妻：13,266円）を仮押さえ済　
京都堀川イン二条城前に決定　移動方法及び宿泊施設、ご祝儀、お
土産については例会にて検討　【会報・広報】●ブリテン掲載記事
の原稿依頼　9月例会報告：福田　連載：大村メネット「折々の記⑩
神無月編」　９月卓話の続き：福田　その他：岡田　YMCA報告：大
村原稿締切は10/14（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　【その他】●東日本区のプロ
モーション企画のイベントデザイン（協賛イベントや冠イベント）
や東日本区の収益モデルの提案を検討する＝だがしや楽校につい
ては書記より資料をメール　11/10：ワイズデー　YMCAと共同で
やる何かを考えたい　これから例会等で協議していく

在籍者 8名 メネット 1名 スマイル累計 18,000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 0g
メーキャップ 1名 総出席数 8名 古切手 572g
修正出席率 100％ スマイル 7,500円 古切手累計 0g

「静岡県障害者授産製品の今昔」
　障害者施設の利用者は日々、食品や縫製品、木製
品、雑貨など生産していて三島クラブの皆さんも「市
民ふれあい祭り」などで授産製品の食品を購入したこ
ともあると思います。
　静岡県は「授産製品コンクール」を開催し障害者の
制作を推奨してきました。
　　製品の製作者の障害は多様ですが夫々の特技や特
性を生かし、施設の担当者との協働で生産を工夫なが
ら生きる力、社会との関わりや生き甲斐にもなってい
ます。
　私は、福祉会館でコンクール開催時から製品の審査
を依頼され、呉服町の五風館でオールベストコミュニ
ティが担当することになってからも審査委員長を10年
余り新型コロナのため中止になった一昨年までさせて
いただきました。当初は未熟な製品が多く障害者が
作ったのだからという妥協があり、知事賞はじめとす
る授賞製品の多くも安値を付け「福祉のために販売」
というレベルでした。しかし中には丹念で根気良く取
り組まなければできない細工など感動する出品が毎回
ありました。
　数年前から、一般の市販品を凌ぐハイレベルの製品
がほとんどになり、食品では味や品質はもとより包装
も工夫し垢抜けていますし、ユニバーサルデザインと
して評価できる木工品や地域おこしに寄与する縫製品
など、授産所の方々と利用者との創意工夫と努力に
よって年々レベルアップし、デパートで販売される高
品質の授賞製品もあります。地域の特徴ある素材の
活用やSDGｓに貢献できる素材活用など、多品種少
量生産で生産者の顔が見えることが評価されます。コ
ンクールを通じて他の取り組みや審査員のアドバイス
によって年々レベルアップしたと考え、私は委員長と
しての総合評価では、受賞者を讃えると共に参加する
事、チャレンジする意義を必ず添えて結びました。
　今秋は「ふじのくに副産品コンクール」として3年
ぶりの開催予定でしたが、コロナ収束に至らず急遽中
止になったそうです。

ワイズメネットの
『折り折りの記』
⑩神無月編 記・大村 知子

「授産製品の額」入りの感謝状
レーザークラフトで装飾した

「木工の写真立て＆一輪挿し」


