
  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」 

 

 １2月 クリスマス例 会 

 １2月 8日(火曜日) 18:30～ 

 場所：ニューウエルサンピア沼津  

 司会：  泉 文雄 Y’s 

  プログラム 

 開会   点鐘・・・・・・・・・ ・大村貴之 会長 

 開会の言葉・・・・・・・・・・・渡邉実帆A副会長 

 信条＆ワイズソング・・・・・・・長谷川等Y’S 

 会長 挨拶・・・・・・・・・・・大村貴之 会長 

 ゲスト・ビジター紹介・・・・・・大村貴之 会長 

 誕生日・結婚祝い 

 食前 感謝・・・・・・・・・・・中田 清子Y’S 

      クリスマスお祝いしましょう 

 出席率 スマイル報告・・・・・・・担当 委員会 

 閉会 挨拶・・・・・・・・・・・長谷川等B副会長 

 閉会 点鐘・・・・・・・・・・・大村貴之 会長 

2015年１2月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

   Deｃ.  Happy Birthday   

    ７  日  大村メネット 沸子さん 

    ９  日  藤森メネット 美智代さん 

     １１日  渡辺 周Y’s 

    １６日  曳田 卓Y‘ｓ 

    １９日  小林メネット 真弓さん 

    ３０日   渡辺周メネット 弘子さん 

     Wedding Anniversary    

      該当者ありません         

         

                   ～今月の聖句～ 

「見よ おとめが身ごもって男の子を生む。 

 その名はインマヌエルと呼ばれる。」  

 この名は「神は我々と共におられる」という意味である。 

               マタイによる福音書１章２３節                         



     ＜１1月例会報告＞   

    11/10（火）ニューウエルサンピア沼津 

 １1月例会はニューウエル

サンピアにて、沼津市議会議

長の浅原氏をお迎えして市政

報告をしていただきました。

今の沼津市の現状や、今後の

動向など、地域に密着した興

味深いお話を伺う事ができま

した。 

 ららぽーと誘致の件、現香稜グラウンド→体育館建設、

駿河湾環状道路、鉄道高架、高尾山古墳など、今沼津市が

抱えている問題、これからの課題などとてもわかりやすく

お話をしていただきました。ありがとうございました。 

 今回の例会は少人数でしたが、卓話者を囲み、内容の濃

い話を聞き、質疑においても詳しくお答えいただいたこと

にメンバー感謝をしていました。浅原議長ありがとうござ

いました。 

  伊東ワイズメンズクラブ４０周年記念例会 報告                   

 １１月２２日（日）伊東クラブの４０周年記念例会が、暖香園にて

開催されました。登録総数１７８名という盛会で、東日本区の渡辺理

事を筆頭に田中直前理事、利根川次期理事、栗本次々期理事が来訪さ

れ、９月の富士山部会と同様、多くのご来賓が列席する華やかな例

会・懇親会となりました。 

 例会にあわせて２名の入会式も行われ、これでメンバー数は２６名

になったそうです。周年の記念事業として、伊東市営キャンプ場の管

理棟整備をされたとのことです。これまでも、東屋の整備・カマドの

設置や補修など、周年行事に合わせて市営キャンプ場の設備に貢献されているということで、行政と協調したＣＳ

活動を継続している伊東クラブらしい事業だと感じました。 

 また、懇親会ではＤＢＣ締結先の彦根シャトークラブのメンバーが組むバンド「ブラック・シャトー」のライブ

演奏が披露され、会場は大いに湧き上がりました。今回、沼津クラブからは残

念なことに２名の出席に留まってしまいましたが、近隣クラブの周年例会につ

いては、少しでも多く駆けつけることができるように会長として声掛けをしな

ければならないな、と反省しています。今期は、もうひとつ年明け（春）に縁

が深い御殿場クラブの３０周年記念例会が予定されています。５０周年に向け

た宣伝も始まる時期になります。是非、皆で参加しましょう！ 

            報告  大村貴之（出席：大村貴之・渡邊信幸） 

  ＜１１月役員会報告＞   

    11/16（月）沼津YMCAセンター 

 クリスマス例会の件 12/8（火） 

 DBC京都トップスクラブクリスマス例会   

 50周年事業について 日程詳細は今後調整 

 東日本区大会の件    

   ＜その他 連絡事項＞ 

 ＊富士山部役員会・評議会  

   2016年1/17（日） 於：伊東 暖香園  

 ＊次期富士山部主査  

 ＊次期区メネット委員長 

 ＊第1回横浜ＹＭＣＡ子供支援基金 

  「チャリティゴルフの案内」 

  2016年 2/15(月）戸塚カントリークラブ 

  今月のプログラム    卓話者 永田治絵さん 
  

  東京都出身 沼津市在住 Ｓ３２年生まれ 

  イラストレーター。フラワーアレンジ、手話を少々。 

  父が選んだキリスト教の幼稚園がキリストとの出会い。 

  17歳で洗礼を受ける。日本橋丸善で働いた後、ユーミンや多くの 

  ミュージシャンの育ての親とも言える小坂忠の作った音楽伝道の 

  会社でデザイナーとして働く。そこでクワイヤーとして参加した 

  夫と出会い、結婚、沼津に住む。イラストレーターとして４コマ 

  漫画を１０年以上描く。 

 ←永田さんのイラスト  

       ほんわか優しいタッチと色合いで癒されます。 



      第19回東日本区メネットのつどい    相磯優子 

 素晴らしいお天気に恵まれた１１月２８日、熱海で開催されました第１９回東日

本区「メネットのつどい」に参加致しました。今回はメネット会のない富士山部で

の開催でした。参加人数は４２名。半数以上メネットの方々です。富士山部からは

三島クラブ、富士クラブの５名のメネットが参加下さいました。熱海駅に集合し、

ハートピア熱海へ。メネット会は利根川委員長のご挨拶で開会し、渡辺東日本区理

事のご挨拶、参加者紹介、村杉さんによる食前のお祈りと進行し、いよいよお食事

です。美味しい食事には美味しいお酒がつきものであることを改めて実感しながらウーロン茶をおかわりして

いると、「飲まなくていいの？」とやさしくお勧め頂きました元メネットＩＤの藤井メネット。１０月に体調

を少し崩した為、“年内禁酒”の誓いを立て守っている私に、さぞや違和感をお感じでしたでしょうか？ 

 食後は元国際会長竹内ワイズのスペシャルトーク。元メネットＩＤの藤井メ

ネットには国際のメネット会の在り方、東日本区と西日本区の違い、国際プロ

ジェクトなどについて詳しくお話し頂きました。最後に懇談会“今後のメネット

会について”では皆さんの活発な意見交換がなされ、閉会となりました。 

 その後、ＭＯＡ美術館を駆け足で鑑賞し一日の締めくくりとしました。メネッ

ト文庫を運営していたわがクラブです。絵本を贈る運動に協力するためにメネッ

ト献金も考えてみませんか？ 以下当日レジメより抜粋。〈今年度の事業計画〉

国際プロジェクト（昨年度よりスタートした継続プロジェクト）教育を通じての

技術習得（ブラジル・サンパウロ）未亡人と貧しい女性の為の農村復興プロジェ

クト（インド・ケララ州）国内プロジェクト絵本を贈る運動・・・毎年子供たち

が楽しみにし、ＹＭＣＡ児童施設からの要望も強いことから継続いたします。東

日本大震災支援・・・メネット小さい事業ではありますが、少しでも役立つこと

があればと願い継続いたします。 

＊メネット献金（①・②）について→献金の締め切りは２０１６年２月１５日で

す。                    参加者：長谷川等、相磯優子 

            ＜第30回記念中学生英語スピーチコンテスト＞ 
     

 11月21日（土曜日）熱海市起雲閣で、NPO法人熱海YMCA主催、第30回記念中学生英

語スピーチコンテストがもようされました。富士山部の各エリアの中学生40名が参

加し、暗証の部、自作の部にわかれ成果が発表されました。来賓として熱海市長、

斎藤 栄氏が列席され熱心に生徒達のスピーチに耳を傾けておられました。斉藤市

長さんは生徒達の英語力の向上に関心され益々の充実を期待され生徒達を励まして

いらしゃいました。生徒達の語学力は、日々進んでおります。齋藤市長さんに励ま

されたように生徒の皆さん頑張って下さい。 

                            記事  長谷川等 

    ＤＢＣ 便り 京都トップスクラブ１１月例会に参加して    

 11月11日(水)京都トップスクラブの例会に参加しました。11月は京都三条ＹＭＣ

Ａマナホールにての例会とのこと。京都トップスクラブの例会には、ＤＢＣ締結＆

２０周年記念例会時に初めて参加させていただきましたが、その時はウエスティン

都ホテルでの盛大な例会でしたから、今回は直接メンバーの素顔に会えて良かった

です。この日も入会式が行われ益々元気なトップスクラブ！！そして「Ｙサアワー

例会」ワクワク！ドキドキ！ＹＭＣＡのスタッフ、そしてＹＭＣＡリーダーも参

加、各テーブルに1名ずつ入り、ワイズメンがＹＭＣＡキャンプさながらにリーダー

と1つのテーマについて考え、アイデアを出し合い、楽しいとても例会でした。でも

シャイな私。実はみんなについていけてない！それでも、発表のときは、笑いあ

り、ずっこけあり、やっぱり関西や～。参加メンバーの素晴らしさに感動です。本

当に刺激！刺激！刺激を受けて帰ってきました。ＤＢＣ締結は沼津クラブにとっ

て、本当に良かったと思います。 

 来年は５０周年！歴史だけでなく、内容も充実、誰もが羨む元気な沼津クラブに

しなければいけないと気が引き締しまる思いでいます。   Ａ副会長 渡邉実帆 



  ドライバーのつぶやき⑤   泉 文雄     

 御殿場地区朝晩の冷え込みが段々と強くなる時

期に来ました。毎年11月最終土曜日、沼津高尾山

のお祭りです。数十年前この時期霜が降り、歩く

とジャリジャリ・・と体の芯から凍るような感じ

でしたが、この温かさ、やはり地球温暖化なんで

しょうか。11月10日(火）の例会が終わり、京都

に向け出発。途中名神多賀サービスエリアにて入浴、大津パーキングで3～

4時間の仮眠後京都ゴルフクラブに。十数年前、名古屋勤務の頃、2回ほど

来たコース、公園でゴルフをしているようでした。ゴルフにお付き合い下

さったトップスのメンバーの方ありがとうございました。19時より京都

トップスクラブの例会に出席、京都YMCAのリーダーの若者達と楽しい例

会。21時例会終了、京都出発。我が家到着午前3時頃でした。ハードな計画

でしたが、とてもいいゴルフ、最高の例会！でも疲れた～～。とほほ。 

編集後記：１１月例会はメンバー各々忙しすぎて？例会欠席者が多く、こじんまりとした例会でした。他クラブ

では例会皆勤賞がある様ですね。沼津は賞はないのですが、皆勤は何名かいます。子供じゃないけど、一応皆勤

賞ももらえると嬉しいですね。                              ブリテン委員           

11月例会 

 報告 

 在 籍 者   20  名  11月スマイル  ￥ 9,940 

 功労 会員      4  名  スマイル累計  ￥94,940 

 出 席 者    9 名  BF 現金  ￥ 0 

 ゲスト・ビジター      1  名  YMCA基金 累計  ￥ 0 

 メイキャップ      1 名  出 席 率   63％ 

  沼津クラブ 

    今後の予定 

☆１月例会 

 3クラブ合同例会 

  1月 １４日（木）18：30～ 

  担当：御殿場クラブ 

  場所：東山荘 

☆役員会 1月18日（月） 

     YMCA沼津センター 

東京西クラブの吉田明弘Ｙ‘sから 

            お手紙をいただきました。     

    ♪ワイズ南東部ソング♪  

「１９９８年に東西日本区が発足する前の日本区時代に

南東部という部があり、富士山部、湘南沖縄部、現在あずさ

部の東京山手クラブ、東京武蔵野クラブ（合併して東京武蔵

野多摩クラブ）東京サンライズクラブ、現在東新部の東京世

田谷クラブ、東京目黒クラブ、東京南クラブ（後に解散）、

東京町田クラブが属していました。そして、南東部が発足し

てしばらくして南東部ソングが作られました。  作詞は熱

海クラブの歯科医 野本寛さん、作曲は東京多摩クラブで幼

稚園園長の宮村修さん。軽快で明るい曲、詞もワイズの本質

を突いていて、当時の南東部メンバーのバックボーンのよう

なものでした。私は「ワイズの信条」とともに傑作だと思っ

ています。富士山部は１９７８年に南東部から独立し、富士

山部の歌がありますが、１９９８年に部が改組した為、南東

部ソングはどこも引き継がれず、今は忘れ去られたものに

なってしまいました。この南東部ソングをリニューアルして

どこかで歌っていただけないものでしょうか？考えていただ

ければ最高です」 

ワイズの歴史を感じます。吉田さんのお話だと沼津クラ

ブでもこの曲のことを知っているのはチャ－ターメンバーの

中田成ワイズくらいだと言うことです。今度サプライズで、

そしてこの曲の詞を一部替えて今後歌い繋ぎたいと思ってい

ます。皆様もご意見があればお聞きかせ下さい。渡邉実帆♪ 

   

 ワイズ南東部ソング   

 

  野本寛 作詞（アタミ） 

  宮村修 作曲（ムサシノ） 

                 

 １）いつでも どこでも 笑顔と握手 

   ヤアヤア ワイズの よき友仲間 

   強くてかたい 心のきずな 

   ワイワイワイズは 世界の南東部 

 

 ２）お国も 言葉も ことなる顔も 

   ヤアヤア ワイズの よき友仲間 

   Ｙに集まる 奉仕のこころ 

   ワイワイワイズは 世界の南東部 

 

 ３）嬉しさ かなしさ 共に分けあう 

   ヤアヤア ワイズの よき友仲間 

   あしたをつくる 若人につくす 

   ワイワイワイズは 世界の南東部 

 

 

 

  

 


