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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

私すべてが完璧に運び、思い通りになると考えるのは大間違いで、自分を神の位置に置くものでしか
ありません。人間の精神の真の偉大さは、おのれの限界を知ることにあるのです。
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11 月例会報告

プロドラ・親睦・DBC 委員長　日吉 和代

　令和4年11月15日（火）PM18：30より定刻に始まる予定
が、ズーム参入がスムーズにいかず多少遅れましたが、光永
ワイズ1名の欠席　出席率88％　修正100％で始まりまし
た。
　今回は卓話は無し、会員全員の思い、ワイズに対する思
い、自分の身の回りで起きた事、今後の事、何でも自分の思
いをスマイルを通して話していただきました。
　その中で京都75周年記念例会に参加したお話が多かっ
たように感じました。
　日頃、皆様の思いを聞く事がなかったので、話を通して身
近に感じました。このような皆様の意見を聞けるザックバ
ランに話せる例会もいいなと思いました。

受 付：日吉 和代 Y's ／司 会：渡邉 近子 Y's

2022年12月クリスマス例会：12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

「うまくいかなくて当たり前。うまくいったら感謝」　　　　　　　　　渡辺和子シスターの言葉より

Happy Birthday

Happy Anniversary



京都ワイズメンズクラブ 75周年記念例会

京都ワイズメンズクラブ会長　合田 太一

　三島クラブの皆様、先日は京都ワイズメンズクラブの75
周年記念例会にご参加くださいましてありがとうございま
した。
　皆様の応援もあり、無事に例会を開催することが出来ま
した。二次会や次の日の観光でも交流をさせていただけて
よかったです。
　コロナもあり、中々交流が出
来ておりません
が、これからはま
たお互いの交流
を深めていけた
らいいですね。私
も三島に遊びに行
けたらと思ってお
ります。
　今後ともどうぞ
よろしくお願いい
たします。

若きエネルギー全開の合田会長にカンパイ！

会長　相川 　毅

　京都クラブ75周年記念例会に参加して参りました。例会
や懇親会の詳細は同行者の報告に譲ることにして、素直に

思ったことを書きたいと思います。若きエネルギー全開の合
田会長をはじめパワーあふれるメンバーと以前から交流の
あったベテランメンバーが非常にバランスよく、ワイズ活動
を行っているのが印象的でした。いろいろなことが困難に感
じられるこの時代に、これだけのイベントを開催できること
だけでも一致団結した活動が必要な中、新たな事業の発表
や、次期への期待膨らむ活動の一端を見せていただきまし
た。自分たちのクラブを考えたとき、何か最近活動に対する
時に上昇的思考があまりなく、こなすことが精一杯な状況を
打開すること、小さくても思いのこもったことをやっていく
ことの大切さを改めて感じた次第です。やはり、交流をする
と見えてくるものがあり、是非三島クラブにこのエネルギー
を持って帰って、次の交流機会には京都クラブに負けない私
たちの活力を堪能いただけるようにワイズらしい活動を充
実させていきたいと思います。
　例会・懇親会・観光と楽しい時間を設けていただきました
合田会長以下京都クラブのすべての関係者に感謝の気持ち
を込めて御礼申し上げます。次は是非三島へおいでくださ
い。お待ちしております。

京都クラブ 75周年記念式典に参加して

B 副会長　渡邉 近子

　11月12日・13日に京都クラブ75周年記念式典にパート
ナーと一緒に参加させて頂きました。初日は、京都に着いて
から相川会長、石川ワイズ、日吉ワイズと5名で昼食等をい
ただき美味しいランチでした。その後、光永ワイズと合流し、
二条城周辺を散策し式典会場へ向かいました。式典会場には
300名近くの人達で、久しぶりの大人数の席で盛り上がって
いました。懇親会もすばらしく、何と言っても京都クラブの
合田会長の若さに驚きました。京都クラブの方たちに2次会
も用意していただき、楽しい時間を過ごさせていただきまし
た。
　翌日は、京都クラブのご配慮の下にレンタカーを用意して
いただき、雨の中でしたが銀閣寺と三間堂等を案内してもら
い、久しぶりに京都観光をすることができました。紅葉もす
ばらしく、京都は何度来てもいいなと思いました。少しずつ、
以前の生活が戻ることの嬉しさも感じました。これからも、
ワイズメンバー全員と旅行等を楽しむことができるように
なれば良いなと感じました。
　今回は、主人と皆さんと楽しいひと時を作っていただき、
本当にありがとうございました。

京都ワイズメンズクラブ７５周年記念例会 

ご出席者 各位 
 

京都ワイズメンズクラブ会長  合田 太一 

記念例会実行委員長  鍵谷 将宏 
 

 

記念例会ご出席御礼 

 

拝啓 朝夕がめっきり冷え込むようになりましたが、ますますご健勝のこととお喜

び申し上げます。平素はワイズダムへのご奉仕に厚くお礼申し上げます。 

さてこの度は京都ワイズメンズクラブ７５周年記念例会にご多忙の中ご出席賜りました

こと、クラブを代表しましてお礼申し上げます。 

おかげをもちまして一部式典、二部祝宴ともに滞りなく開催出来ました事はひとえに皆

様方のご支援のたまものとクラブメンバー一同心より感謝いたしております。これからも

メンバーが一致団結しクラブを成長させられるよう尽力してまいりますので、あいかわり

ませずご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

結びに、皆様のご健勝とご多幸をこころよりお祈り申し上げます。 

ありがとうございました。 令和４年１１月１３日 
 

敬具 

  



第 13回だがしや楽校ほかの事業報告

書記　石川 敏也

　役員会でも福田CS委員長より報告がありましたが、11月
11日（木）に「だがしや楽校」の打ち上げがあり、来場者数：
1,800名（主催者発表）、子供参加者数&関係団体：約800名、ご
家族&一般参加：1,000名、ワークショップ参加：22ブース、え
びすスタンプカード：約
600枚利用との事業
報告がありました。
　右の写真は事業報
告書の写真ページの
一部です。
　また、11月13日（日）
には相川会長をはじめ
メンバーの大半が京都
クラブとの交流会を楽
しく行う中、恒例の「市
民すこやかふれあいま
つり」にA副会長の岡田
ワイズが一人で参加し
てくれました。
　下の写真はその時の
ものです。本当に助かり
ました。ありがとうござ
いました。

静岡YMCA12月理事会・運営委員会合同会議報告

YMCA 連絡員　大村 俊之

　12月1日（木）18:30～20:00　静岡YMCA熱海センター
（リモート参加）
●静岡YMCA創立50周年事業について（草々に各委員会を
開催する　委員長は次の通り　総務：勝又運営委員　記念
誌：長谷川運営委員長　記念式典：青木副理事長　予算、参
加費等を検討）　記念式典　記念コンサート　バンドーラ
演奏者オクサーナさんに決定
●中学生スピーチコンテストの報告（5名の参加）
●リモート会議のための設備設置
●豪雨災害寄付17万円あまり集まっているので20万円に
して今月中に県へ 
次回は、1月12日（木）18:00～YMCA：理事・運営委員会合同
会議：大村1名　18:30～新年会　ジョナサン（センター入
口）会費1,000円　各クラブ会長に参加を呼び掛ける（相川
会長1名参加予定）

街中だがしや楽校2022静岡in三嶋大社・ゑびす参道

開会式・閉会式・表彰式
・本部



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 11 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12月 第6回 役員会議事録

日　　時：2022年12月5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6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×、福田〇、大村〇、
日吉プロドラ〇）　計6名
各種報告事項
●11/03（木） YMCA理事会・運営委員会の合同会議　18:30～
20:30　静岡YMCA熱海センター　大村1名（リモート参加）●
11/10（木） だがしや楽校打ち上げ　19:00～　福田・岡田2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円参加者：相川・日吉・福田・渡邉（夫妻）・
光永・石川　計7名●11/13（日） 京都クラブDBC交流会　09:00～　
3,000円　参加者：相川・日吉・渡邉（夫妻）・光永・石川　計6名●
11/13（日） 市民すこやかふれあいまつり　岡田1名●11/15（火） 
11月定例会　松韻　受付18:30～　詳細はプロドラ委員会より●
12/01（木） YMCA理事会・運営委員会の合同会議　18:30～20:00　
静岡YMCA熱海センター　大村1名（リモート参加）●12/05（月） 
第6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Z・石川）

今後のスケジュール
●12/20（火） 次期会長選考委員会　松韻　18:00～●12/20

（火） 12月クリスマス例会　松韻　受付18:30～　詳細はプロド
ラ委員会より●12/22（木） 静岡県東部建国記念の日奉祝会役員
会　13:30～　三嶋大社社務所　欠席●12/27（火） 第7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）●01/12（木） YMCA理
事会・運営委員会の合同会議　18:00～　静岡YMCA熱海センター　
大村1名（リモート参加）　18:30～新年会：相川会長1名●01/28

（土） 富士山部第二回役員会・評議会　受付13:00～　出席義務者4
名中4名（相川・岡田・光永Z・石川）

協議事項
●報告：富士山部：台風15号による豪雨災害義援金について　富士
山部より静岡県に向けての寄付とのこと　四役会で協議の上、熱
海・沼津・御殿場同様に三島クラブとして1名1,000円×8名＝8,000
円を11/30（水）に振込手配済（スマイルより拠出）●議題：1/28

（土）富士山部第二回役員会・評議会開催のお知らせ＝出欠を1/10
（火）までに報告　出席義務者4名中4名（相川・岡田・光永Z・石川）●
議題：次期会長選考委員会はいつ行うか？＝12/20（火）クリスマス
例会前の18:00～●議題：忘年会は12月例会の後に有志にてという
ことになっているが変更はないか？参加者は？＝詳細はプロドラ
委員会にて●議題：会費の入金状況＝全額入金確認済＝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】●報告：別掲●議題：恵明学園クリスマス会について　児童生徒40
名　12月23～25日ころにわたす　予算 1人500円程度　ケーキより駄菓
子など　合計20,000円程度（CS予算残額：31,916円　恵明学園担当　深
瀬さんと打合せ済み買い出し、袋詰めはいつにするか？福田は左足負傷、
運転が出来ない状態です。 ＝田町の駒形屋にて税込500円分×40個を注
文：岡田1名引き取り＆支払い： 12/20【EMC】●報告：特になし【BF】●報
告：使用済み切手なし【YMCA】●12月1日（木）YMCA理事会・運営委員会の
合同会議　18:30～20:00　静岡YMCA熱海センター　大村1名（リモート
参加）【プロドラ】●報告：10月定例会　松韻　受付18:30～　メンバー8名
中8名　出席率100％　修正出席率100％　メネット1名　計9名　スマ
イル7,200円●議題：忘年会について＝12/27（火）三島しらゆき通り「永
塚」にて　18:30～役員会　19:00～忘年会　会費5,000円（飲み物別）　相
川会長・岡田・大村・日吉・渡邉・石川6名にて貸し切り【親睦】●報告：誕生
日：12/4（相川）・ 12/11（渡邉P）　結婚記念日：なし【DBC】●報告：11/12

（土）～13（日）　京都クラブ75周年記念例会および交流会参加参加者：相
川・日吉・渡邉（夫妻）・光永・石川　計6名【会報・広報】●報告：三島クラブ
ZOOMアドレス、新設メーリングリストmishima-ysを取得　役員会の通
知はLINEグループにて行うこととする●議題：ブリテン掲載記事の原稿
依頼＝11月例会報告：日吉　連載：「折々の記　師走編」大村メネット　京
都クラブ75周年記念例会および交流会参加（京都クラブ合田会長・相川会
長・渡邉夫妻）　だがしや報告（石川）　原稿締切は12/16（金）　委員長ま
でメールまたはFAX【メネット】●議題：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 32,400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 0g
メーキャップ 0名 総出席数 8名 古切手 0g
修正出席率 100％ スマイル 7,200円 古切手累計 572g

「40年前のマドリード、ローマ、パリのクリスマス前後」
　1981年末、長男の貴之が中学生になると部活で長い
休みはとれないからヨーロッパのクリスマスがどのよ
うか見て来ようと12月20日から10日間息子と娘（小
4）と応援の大学生の姪で（金融マンの夫にとって師
走は超多忙のため仕事に専念）マドリード、ローマ、
パリ訪問ツアーに参加、一行は6組の新婚カップルと
私達4人でした。
　羽田からアンカレッジ経由の北回りでスペインへ、
当時、子どもの旅行客は珍しくマドリード到着早々、
「ペピーノ！」と太ったおじさんに娘は頬にチューで
歓迎されびっくりしていました。クリスマス直前のマ
ドリードの街角や建物の軒下には聖書の物語の飾りつ
けが箱庭のようにしてあり日本では見かけない宗教色
に満ちた光景でした。一方、夕暮れに紙袋1つだけの
ペーパーバックピープルが街の階段などに寝て居て異
様な状況に子ども達は驚いていました。トレドなどに
足をのばした後、24日にローマへ移動。市街が予想外
に静かなクリスマスイブでした。子ども連れの夜のバ
チカン訪問は危険とのことで午後に行って戻ると、店
は早終してしまって夕食は添乗員差し入れのおにぎり
だけ「ケーキもチキンもない腹ペコの夕べ」は忘れら
れないイブだったと今も話題になります。クリスマス
ケーキが初めて見た「ブッシュドノエル」だったり、
25日は家族で教会に行き町中静かで何処も休みだっ
たことなど、クリスマスの過ごし方の違いを体験した
ローマの休日でした。私達はコロッセオを訪れ、子ど
もは予習したイタリア語でジェラードを買い、ホロロ
マーノでピザを食べながらノンビリ過ごしました。
　パリでは、今は火災で損傷してしまったノートルダ
ム寺院の日曜ミサに参加。クリスマスの余韻漂う聖堂
に響わたる聖歌隊の讃美歌に貴之は「天使の声だね」
と感動していました。シャンゼリゼのイルミネーショ
ンが一色のシックな夜景も新鮮だったそうです。

ワイズメネットの
『折り折りの記』
⑪師走編 記・大村 知子

マドリード：街の軒下箱
庭のような装飾

パリ：ノートルダム寺院
の日曜ミサを終えて

ローマ：コロッセオの
前でイタリア語でジェ
ラードを購入


