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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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私たち人間は、いろいろと想い煩いますが、全てを神様に委ねる気持ちをもつことは大切であるとい
う事を説いています。
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三クラブ会長

現市長が再選された2日目というタイムリーなプログラム
でした。三島市議会議員（建設部会副委員長）の岡田ワイズ
ならではの三島市の取り組みの現状についての具体的な
内容で、市民への議会報告会のパワポ資料と中心市街地活
性化に関する三島市の取り組みの解説・先進地事例視察の
山形市に関する資料を提示し、視察から得たヒントや三島
市の課題などを「市民本位のリノベーションとまちづくり
を目指す」という提言で締めくくり、卓話時間制約の中で
解りやすい講話でした。質問や意見交換も時間切れになる
ほど活発な会になりました。
　石川ワイズの閉会挨拶、会長の点鐘をもって令和4年最
後の例会がお開きになりました。
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12 月例会報告

EMC・BF・YMCA 委員長　大村 俊之

　12月20日(火)松韻において18時30分定刻に渡邉ワイズ
の司会により12月例会を開催しました。メンバー6名とメ
ネット1名の計7名が対面で、熊本の光永ワイズと怪我の福
田ワイズがZOOMで参加しました（出席率100％）。
　相川会長の点鐘、岡田ワイズの開会挨拶、ワイズの信条唱
和に引き継続き相川会長の挨拶では、コロナ禍でのこれか
ら後半の活動についてや京都クラブ訪問で感じたことなど
の所感を述べました。ゲスト紹介・誕生日祝いで前半を閉め
て会食に。ささやかな？クリスマス例会という料理に、談笑
も交えて和やかなひと時となりました。
　卓話は、ZOOMの二人も参加して「中心市街地活性化につ
いて」と題する岡田ワイズによる講演で、18日の市長選で

受 付：沼津クラブ／司 会：沼津 植野昌孝 Y's

2023年1月 三クラブ合同新年例会： 1月10日（火） 18:30～ 会場／プラサヴェルデ（キラメッセ沼津）402号会議室

✽開会点鐘

✽開会の言葉
✽ワイズソング斉唱
✽ワイズの信条
✽ホストクラブ会長挨拶
✽ゲスト・ビジター紹介

✽三　島クラブ会長挨拶
✽御殿場クラブ会長挨拶
✽富士山部部長挨拶

✽食前の感謝
✽会　食

✽卓　話

✽誕生日・結婚記念日祝
✽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

「心配事をイエスの前に置きなさい。あとのことは、イエスがしてくださいます。」マザーテレサの言葉より

Happy Birthday

Happy Anniversary



新年の一言

会長　相川 　毅

　お世話になります。本年もよろしくお願い致します。
　今季のワイズ活動も半年が過ぎ、クラブ内の活動予定も少
ないですが、何か新しいことに挑戦したいと思いながらも、
アフターコロナに向けてどうしていくべきか苦慮していま
す。皆様のアイディアを募集します。
　個人的には、クリスマスの2日間をももクロちゃんのライ
ブとともにさいたま新都心で過ごし、年越しは会場に行く元
気が無いながら、Abemaで17時からAM1時までの歌合戦を
満喫。それ以外は近所の
外出と仕事以外、特に出
かけることもありません
でした。年々体力の減退
と、知力の限界を感じつ
つ、残りの人生を考える
ような年齢になってきた
ことに動揺し、どこか悪
いところがありますか？と言う質問には相変わらず、「顔と
性格と態度。あ、あと最近は頭も」という答えしか出てきませ
ん。（要するに元気ってこと？）
　2023年を楽しく過ごせると良いです。
　会長としては、力不足は否めなせんが、残り半年頑張って
いきますので、皆様よろしくお願い致します。

新年を迎えるにあたり

A 副会長　岡田 美喜子

　新年おめでとうございます。みなさまお健やかに新年をお
迎えのこととお慶び申し上げます。
　我が家の新年はと言え
ば、昨年末より主人に新
型コロナウイルス感染症
らしき症状が出て陽性と
なり、続いて、新年早々私
も症状が出始め療養期間
となり、長いお正月休み
となりました。孫3人に囲
まれた賑やかなお正月は
叶いませんでした。
　さて、今年は4年に1度
の統一地方選挙の年。三
島市議会議員4期目に挑
戦させていただくことと

致しました。早いもので、初当選から12年経過しましたが、
もっと長く続いているのは、「子どもの見守りあいさつ運動」
で、昨年9月で13年目に突入しました。
　日々暮らしていると、焦りや緊張等、プレッシャーを感じ
ることも少なくありませんが、私の心のバランスは「子ども
の見守りあいさつ運動」で、毎朝、子どもたちに声掛けをして
いることで保たれていると感じています。消え入りそうな声
であいさつして登校して行く子どもも、学校やまちで顔を合
わせると、友達のように声を掛けてくれます。
　今年も、感謝の気持ちと謙虚な姿勢を忘れず、何事も取り
組みたいと思います。
　今年もよろしくお願いします。

新年のごあいさつ

B 副会長　渡邉 近子

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年末30日と31日の1泊2日で箱根に長男夫婦と孫2人、私
と主人の計6名で、泊まりで行ってきました。沢山の人達でホ
テルも満室でした。温泉に入り、マッサージも長男が予約を
してくれて主人とやりました。ゆっくりくつろがさせていた
だきました。一年間の疲れが一気に取れた気持ちでした。
　1月1日は、毎年全員息子達夫婦、孫全員が集まり、主人の手
料理等や私の煮物や唐揚げなど皆で飲んだり、食べたり、楽
しいお正月を迎えました。孫も6人になりお年玉も大変です
けど、にぎやかで幸
せです。
　それもつかの間、
残念ながら1月5日
に主人が急性胆嚢
炎で順天堂病院に
入院してしまいま
した。炎症がひどく
痛い日が続いてい
ます。早く、回復す
ることを皆で願っ
ております。

うさぎ追ひし彼の山　こぶな釣りし彼の川

書記　石川 敏也

　幼少時、占い好きの母に「あんたは故郷以外の土地で成功
するらしい」と言われ学生時代は神奈川に、父の急逝により
母は「帰って来い！」となり、故郷の沼津に帰って就職。そん
なわけで何も成功しないまま今の今まで面白おかしく生き
てきました。
　田舎に帰ってきたからなのか神様が「お前の血を残すわけ
にゃいかん！」と言ったとか言わなかったとか、子宝には恵
まれませんでしたが、甥っ子、姪っ子には恵まれまして、今で
も仲良く一緒に遊んでおります。
　昨年末には、イタリアに行って声楽をやっていた姪っ子
が、旦那をほっぽって友人と帰郷。その友人が連れてきたの
が、なんと俳優の柄本明さんの次男で俳優の柄本時生くん。
沼津らしい店に連れていきたいというので、知り合いの居酒
屋を予約していたのですが、突然の有名人の登場にお客さん
は大騒ぎ！なかなか気取らないいい子で、その後、居酒屋を2



の国際議会で「Building 
Fellowship」と名称が変更
になったと聞きました。
集めた使用済みの切手は
換金し、ワイズの活動を
支援します。2月初めには
今年こそ送付するため、
年末年始の郵便物などか
らの少しでもいいです。
期限が迫っているのでよ
ろしくご協力をお願いし
ます。
※大村家3世代勢揃いし
ました（2022.11）

新年のごあいさつ

プロドラ・親睦・DBC 委員長　日吉 和代

　去年11月、コロナ後初
めての旅、京都75周年記
念例会に参加。
　次の週に東京歌舞伎座
に市川海老蔵と息子のか
んげんくんの襲名公演を
見学、有意義な時間を過
ごしてきました。
　お正月には下田の白浜
神社の海の上に立つ鳥居
に参拝しました。今年も
良い年でありますように
期待してます。

着物への憧れ

CS 委員長　福田 淑子

　令和5年、明けましておめでとうございます。今年もよろし
くお願いいたします。
　昨年はしばしば体調を壊したり、足の骨折で松葉杖生活に
なったりと、健康面が不調で、皆様にはご心配、ご迷惑をおか
けしました。
　本年は体調管理に気をつけて、穏やかに暮らしたいとお
もっています。
　さて、昨年、弘前市の主人の実家を壊し、義母の着物が、か
なり我が家に届きました。着物が大好きだった義母は私の
結婚が決まると、「娘が出来た！」と喜び、何枚も着物を誂え
てくれました。ただ、仕事と子育てで忙しかった私は、子供の
七五三以外では着物を着る機会がなく、タンスに納められた
ままです。娘二人にも10
代半ばで成人式用の振り
袖一式を用意し、それを
着る日を楽しみにしてい
ました。下の娘の成人式
前に亡くなったので、そ
れは心残りだったことで
しょう。

軒はしごして、最後は若者だけで
カラオケボックス。朝の4時まで
歌っていたそうです（笑）ワタシも
そこそこの年齢になりますが、こ
んなにぎやかな年末は初めてでし
た。
　ほんと人生は、いくつになって
も何が起こるかわからないから楽
しいです。今年ももっと驚くよう
な楽しいことを期待して笑って走
り抜けたいと思います。まぁ、田舎にいる限り、この先も成功
することはないのでしょうが（笑）
※騒ぎすぎて写真も撮っていなかったのが心残りです。写真
はプロダクションのプロフィール写真です（笑）

2023 年新年の一言

会計　光永 尚生

　昨年は、念願の京都DBCの旅が実現できたことに感謝し
ています。
　本来であれば、フリーの身となり、三島にも不定期に参加
できる算段でしたが、思いがけない役割をいただきました
ので、2025年3月までは現在のお役が延長となりました。皆
さんにはご迷惑をおかけするばかりですがYMCAの標語に
あるように、「はなれていても繋がっている」状態がキープ
できるように努力していきます。
　とはいえ、地元の12クラブからの勧誘の嵐なども吹き荒
れていますので何とか耐え
忍んでいるところです。
　私の妻は、孫の「十唯(とお
い)くん」の世話係を拝命し
ているため、またまた単身生
活を謳歌することになりま
した。
　正月の期間中、久しぶりに
料理を作りまくりましたが、
おせち料理は、元旦で完食す
るという長男と、次男の恐る
べき食欲に晒されて、ひたす
ら次の食事を作っていまし
たが、私も食べていました。
　我が家は、御殿場のYMCA東山荘に5年間勤務していたた
めに、お正月にも私が熊本には帰らず、全員が集まったこと
がなかったので、本年はとても嬉しかったことを最後に申
し上げます。
　今年も宜しくお願いいたします。いつもありがとうござ
います。

BF 委員として

EMC・BF・YMCA 委員長　大村 俊之

　2023年は7回目の年男です。体力がどこまで持つかが課題
で、歯がゆいことばかりですが可能な範囲でワイズの活動を
継続したいと思います。
　BF委員としてのお願いです。使用済み切手を、１月末時
まで（できれば例会時）に、BF担当の大村まで提出してくだ
さい。BFとは「Brotherhood Fund」の略でしたが、2021年5月



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　2023 年 1 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。

2023年1月 第7回 役員会議事録

日　　時：2022年12月27日（火） 18:30～19:00
場　　所：三島しらゆき通り「永塚」
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
●12/19（月） ワイズ東日本区法人推進委員会打合せ　19:00～　
石川●12/20（火） 12月クリスマス例会　松韻　18:30～　詳細は
プロドラ委員会より●12/22（木） 静岡YMCA50周年記念誌打ち合
わせ　14:30～　長谷川（沼津）、石川　計2名●12/27（火） 第7回
役員会　18:30～　三島しらゆき通り「永塚」　出席義務者8名中
7名（相川・大村Z・岡田Z・日吉・福田・渡邉・石川）　19:00～忘年会

（相川・岡田・日吉・渡邉・石川）＋相川メネット・岡田パートナー・渡
邉パートナー

今後のスケジュール
●01/10（火） 沼津・三島・御殿場3クラブ合同新年例会　18:30
～　プラサヴェルデ（キラメッセ沼津）402号会議室　相川・大村・
日吉・石川4名●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●01/24（火） 富士・富士宮クラブ合
同新年例会　18:30～　志ほ川バイパス店　会費：4,000円　1/10
までに出欠連絡を●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
●議題：1/24（火）富士・富士宮クラブ合同新年例会　18:30～　志
ほ川バイパス店　会費：4,000円　1/10までに出欠連絡を＝相川
会長、日吉、石川　計3名
●議題：次期会長選考委員会はいつ行うか？＝1/28（土）富士山部
役員会・評議会までに決めること　開催日を調整
●議題：45周年の記念誌は発行するべきか？＝コロナ自粛で活動
が少ないため50周年でまとめる

委員会報告
【CS】●報告：12/21（水）15:30～恵明学園クリスマス会児童生徒
40名用お楽しみ袋プレゼント（お菓子500円程度）配達　岡田1名

【EMC】●報告：特になしだが一人、アタック候補あり
【BF】●報告：使用済み切手なし
【YMCA】●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）

【プロドラ】●報告：12月クリスマス例会　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6,500円●議題：1月の沼津・三島・御殿場3
クラブ合同新年例会について＝相川会長・大村・日吉・石川4名　相
川会長の車に大村・日吉が同乗　石川は現地集合

【親睦】●報告：誕生日：1/2（光永メネット）・1/9（福田パート
ナー）・1/14（福田）　結婚記念日：1/17（光永）

【DBC】●報告：特になし
【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＝12月例会報告：
大村（済）　連載なし　恵明学園クリスマス：岡田　新年のあいさ
つ・写真1点：メンバー全員　原稿締切は1/6（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

　残された義母の着物をどうしましょう？少し直せば私に
も着られそうです。昨年秋、決心し、着付けを習い始めまし
た。（現在、ケガのため中断中）今年の目標は自分で着物を着
て街歩きすること。
　少し痩せることも今年の目標です。

恵明学園を訪ねて

A 副会長　岡田 美喜子

　令和4年12月22日、三島市山中新田にある恵明学園児童部
を訪問しました。子どもたちへのクリスマスプレゼントを施
設に届けるためです。これは、CS活動の一環として、恵明学園
へ行っている支援の一つです。

　今回は、福田ワイズが恵明学園児童
部の深瀬さんと連絡を取り、クリスマ
スプレゼントは「お菓子」にしようと
決定し、私が駒形屋さんに40人分の
お菓子の袋詰めを注文、相川会長が駒
形屋さんに引き取りに行き、私が深瀬
さんにお渡しする形で、みんなで少し
ずつ担当し実現しました。
　引き渡しの際は、事務の方、食堂の
方等、みなさんが仕事の手を休めて対
応していただき、感謝の言葉を頂きま

した。
　また、深瀬さんからは児童養護施設に置ける現状につい
て、以下のような内容を40分ほど詳しく説明していただきま
した。
　国では、2016年に児童福祉法が改正され、児童養護施設を
小規模化・地域分散化をすることにな
りました。小規模化することにより、小
学生から高校生までが一般的な家庭に
近い環境の中で生活することになり、
子ども一人一人に職員の目が行きわた
り、より深い人間関係を築けるように
なるとのことです。また、近所との交流
も自然に学べるようです。
　小規模化されたグループホームは6
人で、市内に2カ所あり、恵明学園児童
部には現在24人の子どもたちしかい
ないとのことで、ゆくゆくは18人になるようです。課題もあ
るようで、グループホームには交代要員も含めて8人の職員
が必要で、人員確保が難しいとのことでした。
　4年ほど前に恵明学園のクリスマス会に伺ったときには、
50人近い子どもたちがいたことを記憶しています。クリスマ
スディナーを一緒に食べたことも、とても懐かしく思い出し
ました。
　ここ数年は、コロナ禍で訪問してもゆっくりお話を伺う時
間も持てませんでしたが、深瀬さんが現状を詳しく説明して
くださり、他のメンバーにも伝えることをお約束してきまし
た。
　子どもたちが、与えられた環境の中で夢を持ち健やかに成
長していくことを祈るばかりです。これからも、恵明学園児
童部を見守り、支援していきたいと思いました。 在籍者 8名 メネット 1名 スマイル累計 38,900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 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 6,500円 古切手累計 572g


