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例会日︓毎月第 3 火曜日 18:30～20:30
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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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私たちは、雑用という言葉は、取るに足らないという意味で使用することがありますが、御用というものは、すべてが尊くて大切なものであるに
もかかわらず、自分の考え次第で、雑にしてしまう事があります。雑にすることは自分なので雑用となります。用をいつも大切にしたいものです。
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スエンパーメント　3．テクノロジーインクルーシブ　4．
パートナーシップ　をモットーに、若い人の意見を出して
もらいながら息の長い支援活動に努めているそうです。ま
た熊本の名所、名産物、おいしいものなども写真で紹介さ
れ、ワイズ一同は活動の刺激を受けると共に、熊本の地へ
の憧れも生まれました。
　出席者はメンバー8名にメネット1名の計9名でした。
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強調： ASF・iGo・STEP

10 月例会報告

CS 委員長　福田 淑子

　会長挨拶では、コロナに罹患した方たちの大変さについ
て言葉がありました。また、円安やウクライナ侵攻に伴うエ
ネルギーの高騰の中で、電気の無駄をなくし、いかに効率的
にエネルギー回収をしていくか、例えば地熱の排熱回収と
パネルヒーター利用、また、電気自動車の非効率などのお話
があり、世界には自分たちが知らない新しいことがいっぱ
いあり、ワイズメンズも新しい芽を育てたいと結びました。
　10月の誕生日は、日吉ワイズ・渡辺ワイズ・光永ワイズ
で、結婚記念日は相川ワイズ・福田でした。久しぶりの花束
贈呈となり会場が華やぎました。
　卓話は、光永尚生ワイズが熊本からリモートで、熊本の
YMCAの活動について話されました。
　明治9年から活動されている熊本YMCAは、現在会員
5000人、支援するワイズメンズは12あり会員200人と活
発な活動をされていて、1．ポジティブビーイング　2．ユー

受 付：渡邉 近子 Y's ／司 会：大村 俊之 Y's

2022年11月定例会　：11月15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
✽一言談義

✽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

雑用という用はなく、用を雑にしたとき、雑用が生まれる。　　　　　渡辺和子シスターの言葉より

Happy Birthday

Happy Anniversary



気になる出来事を考える。

会長　相川 　毅

　気になる出来事を考える。まずは、大好きなことから。

Apple の新製品発表と購入
　なぜ、毎年iPhoneを購入するのだろうか。この情報社会
で、最新の携帯や、PCを購入する理由を考えてみた。
　新しいものには、興味がわく。色・デザイン・使用感などな
ど。新機能は、実際に使ってみないとよくわからないことが
多い。
　時の流れが数年前に比べて劇的に速くなっている。機械
系はとくにそう。だから、常に最新の技術に触れることが時
代について行くための私の手段。もはや携帯電話は携帯型
マルチツールと呼ぶにふさわしいと思う。そう、あくまでも
人生を楽しくするためのツールなのだ。PCも、パソコン・ス
マートウオッチも例外ではなく新しい人生を豊かにする
ツールなのだ。情報がすべて手の中にある。しかしながら、
その情報を有効に活用できていない。自分が、時代やツール
に取り残されている。本当に人生を豊かにするためには自
分の頭を柔らかくしなければ…。

ももクロちゃんとの出会いと現在。高城れに（紫）
の結婚について
　私がももクロと出会ったのは、自分が精神的に人生のど
ん底にいた時。明日も見えない、希望もないと思っていたと
きに、テレビ越しに笑顔たっぷりに歌い、踊り、しゃべり、
ファンを魅了する… いったいなんなんだ？なんでこんな
空間が存在するんだ？DVDを購入して、深夜一人でずっと
見ていた。人生で今までにないくらい泣いた。いや、ただた
だ、涙が出続けた。この子たちに会いたい。同じ空間を共有
したい。そう思って、クリスマスライブへ行った。この共有
した時間が今の私を支えている。今ライブへ行くのは、彼女
たちに笑顔の恩返しをしたい。多分何もできてはいない。で
も、彼女たちの笑顔を受け止めて、同じ空気を共有すること
で、きっとそれが彼女たちの力になるって信じている。ずっ
とアイドル。そこで、最年長高城れにちゃんの結婚。久しぶ
りにうれしかった。幸せの笑顔で、これからも、ずっと「もも
クロ」で。きっと、今まで以上にモノノフさんに幸せを運ん
できてくれる。そして、彼女も、そして仲間もみんな明るく
元気になれる。こんなアイドル今までいたか？時代を、時間
を共有できることに感謝です。私の大好きなしおりん（黄）
が結婚するってなったら、きっともっ

とうれしいだろうな。今以上に素敵な笑顔をきっと見せて
くれる。その笑顔が本当に大好きです。

マイナンバーカードの必要性について
　保険証との連携や、口座の紐付け等の方向性があり、反対
運動がニュースで取り上げられている。
　そういえば、反対する人っていつも同じだよね。憲法9条
改正や、種苗法、安倍さん国葬問題…。一体本当は何をした
いんだろう。
　マインバーカードについては、私は大賛成。口座の紐付け
は、給付金や補助金の取り扱いを格段に楽にしてくれる。
　保険証についても、データが共有され、年末調整や医療費
控除も簡単になる。それから、不正利用も激減する。本名を
書かなければならなくなる。これは差別だって反対する人
はなぜ差別なのか教えてください。それよりも不正利用の
方が遙かに問題では？
　無くしたら、いろんな情報が入っているから困ると言う
意見も、いや、今、保険証をなくす方が問題大きいですよ。
　セキュリティーの問題を考えれば、最終的にマイナン
バーで一元化されて、スマホに導入するのが一番安心です
よ。
　まあ、中国系のスマホ使っていると本当に安心かはわか
りませんが… ^^;;

インボイス制度導入反対運動について
　これも変なニュース。やはり反対するメンバーは一緒。非
課税業者が今まで（合法だが）受け取った消費税をポッポに
入れていたのを
　ちゃんと納税するようにしようということですよね。要
するに不正をしている人をなくそうとするいろいろな制度
には何でも反対するんですね。まあ、今の零細企業は1割の
利益を確保するのは大変なのに、非課税事業者は黙ってい
ても1割の利益があったわけだから、そりゃやめたくない
よな。でも、国民等から預かった消費税を納税しない今の
ルールの方が遙かに問題です。

新型コロナウイルス感染症による時代の変化、
人の心の変化
　街を歩いていると、マスクだらけの今の風景をどう感じ
ますか？私はびびりやなので、顔が隠されていると不安で
いっぱいになります。美男美女を見ることもできないし、さ
みしい限りです。
　最近の出来事ではダントツに情報という武器が拡散して
いると思われます。実際のところ、病気が危険なのか、不安
が危険なのか、恐怖という概念を植え付けられているのか、



調査するためです。
　行政視察とは、三島市の政策立案や意思決定に役立てるた
めの重要な議会活動の一つです。他の自治体の先進的な施策
や取り組みを、現場を見て調査・研修します。
　山形市は、人口は244,407人と県内では1位ですが、東北6
県の県庁所在地の中では、人口が最も少ないようです。とは
いえ、人口は三島市の2.3倍、面積は6倍と比較にならないよ
うですが、三島市が進めている「まちなかリノベーション推
進計画」のまちづくりやまちの資源については共通点が多く
ありました。ウオーカブルなまちづくりをめざす点やせせら
ぎを活かしたまちづくり、歴史・文化資源の活用、官民一体と
なった公共空間の整備、人材育成などです。大学との連携で、
中心市街地の空き家などを活用し学生寮を誘致している点
や、中長期的な将来ビジョンの重要性も参考になりました。
　ネットやHPで大まかな検索はできますが、実際に見て説
明を聞くことは大変勉強になります。
　私の知っている山形市と言えば、さくらんぼやラ・フラン
ス、蔵王温泉、花笠まつり。このくらいでしょうか。前泊した
ので、朝散歩で山形城跡がある霞城公園を見て回ることはで
きましたが、行政視察に観光の時間はないので、次回は観光
でゆっくり温泉と山形牛を楽しみたいと思います。

静岡YMCA11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11月3年日（木）18:30～20:30　静岡YMCA熱海
センター（ZOOM参加）
議題1.中学生スピーチコンテスト2022.11.19（土）起雲閣
　　　当日の次第、応募状況の報告と応募者要請について
　　　の対応などを協議
議題2.静岡YMCA創立50周年記念事業
　　　記念式典日程変更2024.４.28（日）に変更を決定
　　　記念式典会場：三島プラザホテル
　　　実行委員会　実行委員会委員長　長谷川等
　　　総務、記念誌、記念式典の委員は4～5名で構成　
　　　組織確定を後日
　　　三島クラブからの実行委員には記念誌委員会に石川
　　　ワイズ、記念式典関係に大村。
　　　各クラブ現会長の実行委員要請に石川ワイズが委員
　　　なので三島は免除してもらった。
　次回は12月１日（木）18:30～

mRNAワクチンがどういうものなのか、本当に安全なのか
危険なのかさえ、そのときの情報発信者（主にはマスコミ・
政府や官僚）の思惑で、全く別の情報にされている感じがし
てなりません。今回のワクチンは、重症化防止ということで
始まっていますが、ワクチンを打った感染者（患者ではない
人も含めて）の人数を発表したりしながら、いかにも感染防
止効果もあるようにニュースを発信したりしています。ま
あ、どうでも良いですが。
　私の思いは、情報というのが、いよいよ核兵器に並ぶ兵器
になっていく時代を生きていることを自覚することではな
いかということです。言葉によって、あるいはニュースの伝
え方によって、人の心を破壊することも、愚かにすることも
可能だと言うこと、最終的には命を奪うことさえ可能にす
ると言うことです。自分も発する言葉にもう少し優しさや
感謝を内包できるようになりたいと思います。

ウクライナの侵略と、ウイグルのジェノサイド、
将来の日本
　戦争と、侵略の違いを考えてみたいと思いました。ロシア
とウクライナは戦争ではなく、ロシアの一方的な侵略であ
ることは疑いようのない現実ですが、未だに「戦争」という
言葉を使っている状況を考えると、何かそこに裏があるの
かと考えてしまいます。私たちは、間違えても侵略はしな
い。でも、戦争ができる国（戦争する国ではない）であること
は、世界を考える上で必要なことだと思います。
　また、ウイグルのジェノサイド問題でも、先日開催され
た、ウイグルジェノサイド証言集会が全くニュースになら
ないことや、臓器売買の実態（ドナーがすぐ見つかる！こ
とや、ウイグルの空港に臓器専用のルートがあることなど
さえも）が一切地上波でニュースにならないことに何か違
和感を感じざるを得ません。日本は本当に大丈夫でしょう
か？

真実を知る方法
　ここ数年、私が一番不安に感じていることに、情報の信憑
性を確認する手段がますます複雑化され、困難になってい
ることです。誰か、真実にたどり着くためのよいアイディア
があったら教えてください。
　先日、日本ファクトチェックセンターという組織ができ
ましたが、メンバーを見ていると、ある一定の意見を持った
人の集まりであることがわかります。この人がちが、ネッ
ト媒体のみのファクトチェックを行うことで一体何が変
わるのでしょうか？現状は、皆が信じてきた、テレビ（特に
NHK）や大手新聞社がこぞって嘘（間違いではない）の情報
を流す時代に、そして、ネットの世界を監視するようになっ
た時、真実を知ることが何より重要ではないでしょうか。
Twitterもイーロンマスクが買収したことで、どう変わろう
としているのか。一つの情報発信基地が世界を動かすよう
になるのでしょうか。それは、私たちが真実を追究すること
で見えてくるのではないでしょうか。
　明日の、そして未来の日本が、美しく、素晴らしい国であ
り続けて欲しい。そんな国の国民でありたい… 。

山形市をたずねて（三島市議会行政視察）

A 副会長　岡田 美喜子

　10月14日、山形市に行ってきました。
　目的は、今年度所属している三島市議会経済建設委員会の
行政視察で、山形市の「中心市街地活性化基本計画」について



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11月 第5回 役員会議事録

日　　時：2022年11月1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
●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～　大村1名　●10/12（火） 市民すこやかふれあい祭り

（12/13開催）実行委員会　13:30～　岡田1名　●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　●
10/25（火） ワイズ東日本区法人推進委員会　19:00～　ZOOM　
石川1名　●11/03（木） YMCA運営委員会　理事会・運営委員会
合同会議　18時30分～　大村1名　●11/01（火） 第5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
●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　参加予定者：相川・日吉・福田・渡邉（夫
妻）・光永・石川　計7名（予定）　●11/13（日） 市民すこやかふれ
あいまつり　岡田1名（予定）　●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　●11/19（土） 静岡
YMCA　中学生英語スピーチコンテスト　起雲閣　●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8名（相川・大村Z・岡田Z・日吉・福田・光永Z・渡邉・石川）

協議事項
●議題：富士山部：台風15号による豪雨災害義援金について＝集
まった後で、静岡YMCA稲田理事長と相談の上決めるとのこと
基本的には寄付先が明確ではないため参加は無理ということだが
他クラブの動向次第では参加の可能性もあり　次の例会で最終決
定　●議題：東日本区広報委員：会長アンケートについて＝光永1
名参加　現状では追加のDBCの希望は無し　●議題：来年1月の役
員会および忘年会について　例年は1月役員会と忘年会を同時開
催＝1月役員会は12/27（火）に開催　忘年会は12月例会の後に有
志にて　●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：11/10（木）だがしや楽校打ち上げ　詳細は未定　福
田・岡田2名　●議題：恵明学園クリスマス会について　ケーキの
プレゼントなど＝今年の開催は中止となったが支援は継続してい
く　お菓子の詰め合わせなどのプレゼントを検討　事前に人数な
どを把握する　【EMC】●報告：特になし　【BF】●報告：使用済み
切手なし　【YMCA】●報告：11月3日（木）18時30分～　YMCA：理
事・運営委員会合同会議　大村1名　11月19日（土）　起雲閣　中
学生英語スピーチコンテス　【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：11
月定例会のプログラムついて詳細は別掲　11月の卓話は無し　ス
マイルタイムとする　【親睦】●報告：誕生日：11/1（大村メネッ
ト）　結婚記念日：なし　【DBC】●議題：11/12（土）　京都クラブ
75周年記念例会最終確認　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）　集合：三島駅新幹線ホーム　宿泊：京都堀川イン二
条城前　祝儀・お土産は？＝三島→京都 2022年11月12日（土）
09:46発→11:37着　JR新幹線ひかり505号・岡山行5番線　京都
→三島 2022年11月13日（日）16:08発→17:57着　JR新幹線ひか
り514号・東京行11番線　光永ワイズが京都駅14:59着　15:30に
ホテルロビーに集合→二条城　祝儀1万円を本会計より支出　お
土産はわさびの詰め合わせ1人1,000円X22人　【会報・広報】●議
題：ブリテン掲載記事の原稿依頼＝10月例会報告：福田　連載：な
し　相川会長・岡田・光永に原稿依頼　原稿締切は11/11（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　【その他】●議題：特になし

在籍者 8名 メネット 1名 スマイル累計 25,200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

「祝3冠王」
　熊本YMCAでは、2歳児からの幼児保育を長く行っ
てきました。
　保育園、幼稚園、幼児園、認定こども園を運営して
います。
　その中で、2歳児のラッコクラスには、今を時め
く、ある有名な方が在籍していました。東京ヤクルト
スワローズの主砲で、侍ジャパンの4番村上宗隆さん
です。
　当時、2才ですから、今から22年前になります。
　実は、私は20年前、その時の園長をしていましたの
で、偶然ですが卒園式の写真に一緒に写っています。
どこに写っていらっしゃるか、一目瞭然だと想います
が、20年前の私もわかりますかね。
　今よりも、はるかに男前だったような。
　YMCAでは、聖書の言葉を大切にしています。毎
月、三島クラブの今月の言葉でも紹介させていただい
ていますが、様々な場面で登場します。
　村上選手の事を想うとき、子供たちの成長を考えま
す。
「ところが、ほかの種は、良い土地に落ち、実を結ん
で、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは
30倍にもなった」（マタイによる福音書13章8節）
　20年前の子供の成長と、20年前からの自分の成長or
加齢を考える時、人生とは？という哲学的なことを、
ほんの一瞬だけ、考える今日
この頃です。
　蛇足ですが、皆既月食と天
体食をすばらしいシチュエー
ションで、阿蘇で望遠鏡を使
い見ることができました。人
生の中には、素晴らしい瞬間
が、いっぱいあるものです
ね。感謝！

会報・広報委員長の『ひとりごと』
記・光永 尚生


