
  事務局 〒410-0022沼津市大岡下石田１４３５－１ YMCA沼津センター内              

  沼津ワイズメンズクラブ 

   NUMAZU  JAPAN CHARTERD，1967 

国 際 会 長   主題          Wichian Boonmapajorn  “Mission with  Faith”  「信念のあるミッション」 

アジア会長 主題          Edward K. W. Ong       “Through Love，Serve”「愛をもって奉仕しよう」 

東日本区理事主題              渡辺 隆   （甲府クラブ）       「原点に立って、未来へステップ」 

富士山部長 主題              久保田康正 （伊東クラブ）      「みんなで参加、みんなで奉仕」 

クラブ会長 主題              大村 貴之                            「一歩前へ、もう一歩前へ」 

 

 沼津・三島・御殿場クラブ合同初例会 

      ～７月14日(火曜日) 18:30～ 

  場所：ニューウエルサンピア沼津 

    受付：杉崎 Y’s  大山 Y’s 

    司会：長谷川 Y’s  

     プログラム 
  開会 点鐘・・・・・・・・・・・・・・３クラブ会長 

  開会 宣言・・・・・・沼津クラブ 渡邉実帆A 副会長 

  ワイズソング・・・・・・・・・・・・・・・・・一同 

  ワイズの信条・・・・・・・・・・・・・・・・・一同 

  会長 挨拶・・・・・・・・沼津クラブ 大村貴之会長 

  ゲスト・ビジター紹介・・・沼津クラブ 大村貴之会長 

  三島・御殿場会長挨拶・・・三島クラブ 長沢禎文会長 

                      ・・御殿場クラブ 杉山将己会長 

  富士山部 部長挨拶・・・・・・・・・久保田康正部長 

  クラブ紹介・挨拶 

  入 会 式      ・・沼津クラブ・御殿場クラブ 

  食前 感謝・・・・・・・・・・大山Y’s 沼津クラブ 

                     会   食 

  みんなで歌おう！ 

  誕生日・結婚祝い 

  出席率 スマイル報告・・・・・・３クラブ担当委員会 

  閉会 挨拶・・・・・・・・・・・小林Y’s沼津クラブ 

  閉会 点鐘・・・・・・・・・・・・・・３クラブ会長 

2015年7月 THE Y’S MENS CLUB OF NUMAZU 

       ７月   Happy Birthday 

   7月18日 菅沼秀太さん（菅沼道子ワイズ） 

Wedding Anniversary 

 該当者ありません。 

           

今月の聖句 

新しいぶどう酒を古い皮袋に入れるものは 

いない。新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れ

る 

ものだ。そうすれば両方とも長持ちする。 

     2015～2016年度 役員 

     会   長   大村 貴之 

     A 副会長  渡邉 実帆 

     B 副会長  長谷川 等 

     書  記  後藤 譲治 

     会  計  杉崎 敏郎 

     直前会長  渡邊 信幸 



会長   大村 貴之 

皆さん、こんにちは！今期会長を務

めさせていただくのにあたり、ご挨拶

させていただきます。 

私は、40周年の年にクラブに入会し

今期が丁度10年目になります。49年

目の会長として、節目の50周年に向

けた準備をしっかりと進めることが、今期の最大のミッ

ションです。先ず、この点を皆さんと共有したく、よろしく

お願いします。 

主題には「一歩前へ、もう一歩前へ」という言葉を掲げ、

会長方針に想いを表したつもりですが、方針の実現の

ためには、メンバー全員の協力・参加・積極的な関わり

が、どうしても必要です。若輩の会長であり、至らないと

ころは多いと思いますが、クラブをより元気にするため

に、一人一人が何か実際に「行動」できるよう、声を掛け

誘い合うよう、務めましょう。１年間、よろしくお願いしま

す。 

A副会長＆広報（ブリテン）委員長   渡邉 実帆 

前年度は部の主査としてワイズ

の国際貢献と交流を実感させて

いただきました。今年度は副会

長として会長の補佐、そして50

周年に向けてクラブの活性化に

努めたいと思っております。 

また、初めて広報（ブリテン）

を担当させていただきます。判りやすく、読みや

すく、そして沼津クラブらしいブリテンを皆様に

お届けしたいと思っております。どうぞ宜しくお

願い致します。 

  書記    後藤 譲治 

今年度の目標は「信頼できる仲間を

２人はワイズに勧誘します！DBC京

都トップスに引け目を感じないような

粋なクラブを目指して活動します。

やるなら楽しくです！」 

書記としては大の事務苦手な私です

が、今よりも不手際を減らしていくこ 

とができるように頑張ります。 

Ｂ副会長＆ＹＭＣＡセンター長  長谷川 等 

今期は沼津YMCAセンター長を務

めます。センターの利用につい

てメンバーのご協力とアイデア

を求めます。具体的なプログラ

ムがありましたらご紹介願いま

す。よろしくお願い致します。 

 

会計     杉崎 敏郎 

先月、６月２２日の月曜日から一週

間の予定で四国、九州の旅行に仲

間８人で行ってきました。１０人乗り

ワゴン車で朝３時３０分に出発（４時

前に高速に乗ると深夜割引で３０％

オフになります、長距離で利用する

ときは大きいです）帰りは皆より先

に（土曜日にＪＡの総代会がある為）長崎空港から格安

航空（料金15,750円）で羽田へ、それからﾓﾉﾚｰﾙ、新

幹線、ﾀｸｼｰで帰りましたが、長崎から快速と新幹線で

帰ると25,760円掛るので安くて速かったです。 

   直前会長＆CS委員長           渡邊 信幸 

私事や自治会役員等の事もあり、

2度目の会長職を中々お受けする

ことが出来ませんでした。一つ問

題から解放され、会長職を受ける

ならと、自分なりにあれも、これも

やりたいと意気込んでスタートしま

したが、自身思った事の半分も活

動出来ませんでした。己の行動力

の欠如、精神面の怠慢に、愕然と

し、皆様にはご迷惑をおかけした一年であったと深く反

省しております。しかしながら無事に一年を経過できま

した事は偏に皆様の多大な力添えがあった事と感謝い

たします。ありがとうございました。 

 

   EMC委員長             相磯 優子 

今期はＥＭＣ委員長を拝

命いたします。５０周年を

控え会員増強は必須で

す。クラブメンバーからの

新入会員の情報を頂き、

どんどん面接に出向き、稲

田副委員長のオリエン

テーションに一人でも多く、送り込む所存です。皆様ど

うぞご協力をよろしくお願いいたします。 

    メンバーひとことメッセージ 

      会長 メッセージ 



EMC副委員長   稲田 精治 

昨今伊豆半島では、伊豆縦貫自動

車道全線開通への前進、韮山反射

炉の世界文化遺産登録、伊豆ジオ

パークの世界認定に向けた期待な

ど嬉しいニュースが続き、また地

域経済も少しずつ明るさを取り戻

し始めています。この盛り上がり

を「世界に開けた伊豆半島の創生」への原動力に変

えるべく、「グローバルな視点から地域を見つめ、

その長所を国内外に発信する」ことを『地域への奉

仕』へと捉えて、積極的に行動して行きましょう。 

ドライバー･親睦委員長     泉 文雄 

久しぶりのドライバーが3クラブ合

同例会担当の番にあたり、連絡に四

苦八苦、しかし毎月の例会に携わり

（会場・食事・連絡）やり甲斐のあ

る委員会だと思います。皆様にお願

いがあります。出欠席の連絡宜し

く、感謝していただく食事が無駄に

なります。当然お金も無駄になりま

す。親睦委員会としては昨年他クラブの皆様にも参

加していただいたゴルフコンペなど色々計画してお

ります。この一年間どうぞご協力お願い致します。 

チャーターメンバー  

功労会員      中田 成 

気持ち新たに新年度のスタートを

嬉しく思います。今年こそ沼津ク

ラブの今期初例会に二人で参加す

る心づもりで居ましたが突然6月

23日に家内の体調がおかしくな

り、5日間の検査入院の結果、7月に再入院手術が決

まりました。そんな事で家内が一緒でなければ私も

出かけられません。家内は東京目黒クラブから沼津

クラブのお仲間に入れていただくことになりまし

た。家内が元気になったら二人で出かけますからど

うぞ、宜しくお願い致します。 

“50周年に向けて”  

     菅沼（杉山）道子 

沼津クラブも来年50周年を迎え

ます。更なる団結と、躍進を心

より祈り、そして応援したいと

思います。 

IBC /DBC委員長                        平野 正文  

IBCを締結している２つのクラブ（イン

ド・韓国）とできるだけ連絡を取

り、国際親善交流を進め、また、

アジア大会、国際大会等へのメン

バーの参加を促進していきたいと

思っています。京都トップスクラ

ブとの新たな締結を機会に、引き

続き両メンバーの積極的な理解、

交流を図る合同プログラムを計画

して進めていきたいと思います。 

CS 副委員長    片岡 章一 

今、地方創生が叫ばれています

が、若い世代が活躍しやすい環

境を作ることがこれからの沼津

を元気にするのには不可欠であ

ると思います。仕事でもワイズ

の活動でもその視点を忘れずに

活動してまいります。なかなか

参加できずご迷惑をおかけしておりますが、時間を

調整しながらワイズの活動に参加していきたいで

す。 

CF （ファンド）委員長            小林 隆 

もうすぐジャガイモの季節で

す。ジャガイモファンドは、沼

津クラブにとって重要な活動原

資です。近年、配送作業への参

加者が減少していますので、大

勢の参加をお願いいします。 

芋兄ちゃんの小林 

BF委員長                                           山野 弘 

沼津クラブも来年で50周年を迎え

ます。私も入会から40年在席して

いますが、人と接する機会に不安

を感じて世の中の流れに知らぬこ

とばかりで、人の前にて表現や言

葉を話すことがだめで、不安や恐

怖を感じています。でも、奉仕活

動には結果が出ても出なくても自

分の持っているものを出すことに

心がけて頑張り続けたいと願っています。 

  副会計   大山 晴康 

 2014年度も健康で例会皆出席で

き感謝します。一番の思い出は、

京都トップスクラブとブラザーク

ラブの締結ができ京都を訪問した

ことです。 

今回載せられなかったメンバーメッセージは 

        次号に掲載いたします。 



  

国際・交流事業 

ご協力ありがとう 

ございました。  

 

 

 

 

2014～2015年度の富士山部国際・交流主査をお受け

し、クラブの皆様にご理解いただきながら活動させて

いただき、１年を終えられたことに感謝いたします。 

私自身は目標としたRBMにたくさんのご理解と献金をい

ただけたことが一番の喜びです。たくさんの事業を抱

えている国際・交流事業ですが、

今後もメンバーの皆さんにしっか

り理解していただき、ワイズの活

動、それ自体が国際貢献であると

いうことを知っていただいて、ク

ラブでの活動につなげていただけ

れば嬉しいです。ありがとうござ

いました。      渡邉実帆 

  IBC インドハイデラバードクラブ  

      Vijaya Kumarさんからのメールです。      

My dear Hasegawa San, 

Greetings. 

Hope this mail finds all of you in Good 

Health and Fine Spirits. 

We are doing well here. 

Are you planning to Visit Hyderabad during 

2015 - 2016? 

Please inform us. We are ready to extend all 

the help here. 

How about Numazu YMC's Celebrations? Please 

inform us. We will surely come. 

Convey my greetings to all our friends 

there. 

Please note that I am not attending Asia 

Area Convention to be held at Kyoto in Au-

gust,2015. 

Our APE & ICM Ysm. Vijaya Kumar Nair is Go-

ing to Kyoto. To attend the International 

Council Meeting and also the Convention. 

Regards, 

 

   NPO法人熱海YMCA2015年7月理事・運営委員会報告  

                                2015年7月2日（木）18;30～熱海YMCAセンター 

１）9月3日（木）親睦バーキューをセンター駐車場で開催。 富士山部部長・各クラブ会長、 

会員との懇親会です。 各クラブ会長宛てに、出席依頼を出します。 

２）第30回中学生英語スピーチコンテストについて 11月21日（土） 熱海起雲閣 12:00～  

 記念の30回コンテストになるので開催方法を検討致します。 

３）熱海YMCAホームページ 各クラブで行った行事等は、ホームページに掲載可能なので、 

 写真・原稿を石川（三島クラブ）さんまたは、長谷川（沼津クラブ）さん宛てに送って下さい。 

４）熱海YMCAニュースを発行するので、原稿を担当の井堀さんに送って下さい。 

 ＊次回クラブ役員会  7月21日（火）YMCA沼津センター 

 ＊次回クラブ例会   8月12日（水）納涼例会（ニューウエルサンピア沼津 芝生広

場） 

 長谷川Y'sよりの返信は次号に掲載いたします。  

   在籍者     １９ 名   ６月スマイル  ￥ １２，４００ 

   功労会員      ２ 名   スマイル累計  ￥２０６，５５０         

   出席者     １５ 名   BF 現金  ￥ ３８，０００ 

  ゲスト･ビジター      ０ 名  YMCA基金累計  ￥      ０ 

  メイキャップ      ０ 名     

   出席率 ７１％     

     写真は5/30熱海YMCA総会&竹内理事長お祝いの会 


