
  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」 

 

      ＜２月 TOF 例会＞ 

    ２月 ９日(火曜日) 18:30～ 

         場所：沼津YMCAセンター 

    ☆ プログラム ☆ 

          司会 泉 Y’s 
 開会   点鐘・・・・・・・・・ 大村 会長 

 開会の言葉・・・・・・・・・・長谷川B副会長 

 信条＆ワイズソング・・・・・・平野 Y’s 

 会長 挨拶・・・・・・・・・・大村 会長 

 ゲスト・ビジター紹介・・・・・大村 会長 

 誕生日・結婚祝い  

 食前 感謝・・・・・・・・・・相磯 Y’s 

 卓  話 「倭の国の心」・・・泉明寺みずほY’ｓ     

 出席率 スマイル報告・・・・・担当委員会 

 閉会の言葉・・・・・・・・・・渡邉実帆B副会長 

 閉会 点鐘・・・・・・・・・・大村 会長 

2016年 ２月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

   Feb.   Happy Birthday 

      ２日   中田 成Y’s 

              １３日  山野 弘メネット 延子さん 

     Wedding Anniversary    

        該当者なし     

                    ～今月の聖句～ 

   「私はぶどうの木、あなた方はその枝である。 

    人が私につながっており、私もその人につながっていれば 

    その人は豊かに実を結ぶ」     

                  ヨハネによる福音書 １５章 ５節     

卓話者紹介 泉明寺みずほY’s(熱海クラブ） 

 
熱海市今宮神社宮司  

熱海市市議会議員 田方郡函南町出身  

國學院大學大学院博士課程前期終了 （宗教学修士） 

平安の頃より代々神職をつとめる家系にある先代の宮司

である祖父が、大学四年時に急逝したことに伴い、卒業

後宮司の職を拝命。以来女性ならではの感性をもって神

社界に奉仕している。 現在、

熱海今宮神社を中心に11社の

神社の宮司として神明奉仕し

ている。 平成27年熱海市議会

議員に初当選。唯一の女性市

議として日夜勤しんでいる。  



     ＜１月例会報告＞   

  沼津・三島・御殿場 ３クラブ合同例会         

       1/１４（木）YMCA東山荘 

  

 １月14日（木）御殿場クラブのホスティングによ

り、新年を飾る１月例会が、御殿場・東山荘にて開

催されました。恒例となった３クラブ持ち回りの合

同例会で、今回は御殿場クラブの担当。富士山部の久保田部長はじめ執行部の公式

訪問ということで、多くのワイズが集い、楽しく賑やかなひと時を過ごしました。来賓ご挨拶の中で

は、久保田富士山部長より、１月半年報の速報が披露され、富士山部の登録会員数が２００名を回復し

たとのうれしい報告がありました。期のスタートは１９２名ということでしたので８名の増加というこ

とになります。沼津クラブは異動なしで、プラスにもマイナスにも寄与がありませんでしたが、他クラ

ブがメンバー増強に頑張っていることを実感し、心を引き締められました。 

  

 卓話は、歴史研究家である鎌野茂さんによる「文学作品から見た明治・大正・昭和の御殿場」という

お話でした。河東碧梧桐、高浜虚子、夏目漱石、竹久夢二、若山牧水、新田次郎、吉村昭、遠藤周作、

三島由紀夫・・・と、著名文人の作品中に登場する御殿場の描写を通じて、維新以降の御殿場の様子や

歴史的な街の移り変わりを解説していただきました。紹介された文人・財界人の中には、ＮＨＫ朝の連

続ドラマのモデルである広岡浅子（あさが来た）さんや、村岡恵理（アンのゆりかご）さんも登場しま

した。特に、広岡浅子さんは、東山荘設立に際しての寄付金集めに率先して多大な貢献をされた方との

ことで、彼女なしに東山荘は出来なかったという経緯を初めて知ることができました。私たちが暮らす

地域の過去の姿が、文学作品の中に残されていることを実感する卓話でした。 

 最後になりますが、この３クラブ合同例会では毎回、点鐘は、３クラブの会長が１本の木槌を共に握

り、一緒に鳴らしています。いつも、手元が揃わずに、上手に鐘の音を響かせることができないことが

多いのですが、今回は、開会と閉会の両方とも良い音を響かせることが出来ました。昨年７月の初例会

時よりも、呼吸が合ってきた感じがして、これから残り半年も、近隣クラブとの良い交流を通じて頑

張っていけそうな気がした、新年の合同例会でした。              

                                 記事：会長 大村 貴之 

   ＤＢＣ彦根クラブ例会に参加して   ＜彦根クラブ訪問＞  

 寒さにけむる彦根市を泉さん、渡邉実帆さん、長谷川の3人で1月19日（月）彦

根クラブ新年例会を訪問いたしました。彦根クラブ訪問はここ数年例会日が重な

りなかなか訪問出来なかったのですが、新年例会で会場もびわ湖コンファレンス

センター（以前に訪問したことあり）で宿泊も可能とのこと、彦根クラブの例会

日も変更だったので訪問出来ました。翌日の予定もあり、日帰りの例会出席となりました。彦根クラブ

メンバーとは、西日本区大会（岩国）びわこ部部会でお会いしておりました

が、例会での訪問は数年ぶり。体調をくずされたメンバーのこともお聞きして

いたので彦根クラブメンバーとの再会はお互いに感慨深いものがありました。

新年例会で各自が今年の抱負を話されました。その中で、彦根クラブの島野メ

ネットが、「クラブ活動の中で昔は家族で参加するプログラムがあり、キャン

プ等に家族で参加し楽しみました。最近はワイズメンズクラブ活動の中で、家

族で参加できるプログラムが中断しております、是非復活させていただきたい

ものです」と話されました。この言葉は、沼津クラブ

にも同様に、ただ昔は良かった・・だけではなく、一

歩すすめて両クラブの活性化を計りたいと思いまし

た。              記事：長谷川 等         



     ＜1月役員会報告＞   

     1/２０（水）19：00沼津YMCAセンター 

 

＊２月・３月卓話者の件 

＊50周年記念例会 日程：2016年2月18日(土） 

＊東日本区大会の件    

＊富士山部役員会・評議会   1/17（日）  

  於：伊東 暖香園 出席：大村会長・渡邉実帆A副会長 

                   相磯富士山部CS事業主査 

 ＊次期富士山部主査→国際交流主査 泉Y’s 

 ＊次期東日本区メネット委員長→相磯Y’ｓ 

 ＊次期クラブ役員 

 ＊50周年例会、東日本区大会の件 他 

       皆様、お見舞いありがとうございました。      大山晴康   
  昨年9月沼津市の特定健康診査を受信した時胃の中に悪性腫瘍が見つかり、精密検査の結

果胃を除する手術をしました。手術に6時間もかかりましたが無事に根治治療が出来、その後の

治療も良く現在、少しづつ回復に向かっております。  しかし胃が無いと云う事で食事療法を

行っているので非常に食べ物に神経を使います。ちょうど入院中に75才の誕生日を迎え、後期

高齢者の仲間入りし、体調の変化が出やすい年齢なのであると自覚しました。今まで健康には

自信があって病院とは緑がなかったもので内心ショツクでした。これからは余病の心配もでて来

るのではないかと多少不安もありますが、この病気の原因は未解明のようですが、食生活を中心

とした生活習慣との関連が示唆されているとのこと。又、精神的にストレスが多いとなるやすいとの

事もあります。ぜひ、皆さま健診を定期的に受け、早期発見し治療をなさることをおすすめしま

す。ワイズメンズクラブ会合にも３カ月程お休みしてしまいご迷惑をかけました。最後にクラブより

お見舞いをいただき感謝しております。 

＜東山荘からのお知らせ＞ 

 

100年前の東山荘の開荘時の建築募

金の中心人物の広岡浅子さんのお働

きに感謝し、東山荘フィッシャー館に

て広岡浅子展と座談会を開催いたし

ます。大正時代の御殿場と、広岡浅子さん、村岡花子さ

ん、W.M.ヴォーリズの足跡もたどりたいと思います。 

 

  ☆「御殿場の広岡浅子展」 

    2月14日（日）～3月6日（日） 10：00～16：00 

   会場：フィッシャー館  （入場無料） 

  ☆特別対談講演会 

   「広岡浅子が残したかったもの（仮題）」 

   日時：3月 3日（木）19：00～20：30 

   会場：東山荘（入場無料） 

  

＊鹿野幸枝氏（大阪YWCA代表理事）と内海重忠氏 

 （二岡神社宮司、元御殿場市長）による対談です。   

    今月はTOF強調月間です。     TOF = Time of fast（断食の時） 

                2015～2016年度 献金目標：1,300円以上／人 

        世田谷クラブ例会  ＜世田谷クラブ訪問＞ 
  

7月の沼津クラブ初例会に世田谷クラブの小川ワイズと竹本ワイズにご無理をお願いし

て参加していただき、また１０月の石巻歌声広場にも参加できず、例会にもなかなか伺う

ことができませんでしたが、ようやく１月１５日（金）にお伺いさせ

て頂く事ができました。 毎年１月のお食事は「おでん」とお聞

きして、そういえば昨年も１月に伺って入会式、そして温かいお

でんを頂いたことを思い出しました。色々なクラブに出席させていただいて美味しいお食

事を頂きます。でも昨年頂いたメニューを覚えていたのは、やはり手作りの温かさでしょう

か。今年ももちろん美味しく頂きました。例会参加費１０００円も嬉しい。例会は「新春放談

会」。皆様それぞれのお話を伺いました。ある方の悲しい出来事を聞いて、何もできない

自分が悔しいやら、情けないやら。生きることは自分ひとりの人生ではない、生かされてい

る事に感謝して、毎日を送ろう。人生と生きることを深く考えさせられた例会でした。２月は

「すいとん」だそうで、また美味しい匂いにつられて？東名高速を１時半ぶっ飛ばしていく

予定・・を立てている私です。世田谷クラブの皆さま、メネットさん、ホッとな例会ありがとう

ございました。                                       記事：渡邉 実帆 



編集後記：５０周年へと動き出しています。それぞれ思いは様々。もちろんです。みんな違う人なのですから。

勝手な思いでは動けません。それぞれがいいところを認め合って団結していかなければなりませんね。 

                                            ブリテン委員                        

１月 例会 

 報告 

 在 籍 者   20  名  1月スマイル  ￥ ８，０００ 

 功労 会員      4  名  スマイル累計  ￥１１８，４４０ 

 出 席 者    9  名  BF 現金  ￥ 0 

 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   56％ 

      ドライバーのつぶやき⑦      泉 文雄     

  早いもので、今期もUターンをし１区を走りすぎました。来年の２月１

８日（土曜日）沼津クラブの５０周年記念例会が決定致しました。私は実

行委員長と言う大役を務める事になり大変光栄に思っております。最初に

考える事は登録費のことです。（どのクラブも同じだと思いますが）会費

を高額にすれば、それは華やかに立派にできるでしょう。それでいいので

しょうか。昨年甲府クラブの周年行事に行ってきましたが、会費３０００

円で、豪華とは言えませんが、とても心のある記念例会でした。（３名で

伺いましたが皆満足で帰途につきました）今期は富士山部でも記念例会が

有ります。富士宮クラブさんでは登録費６０００円のお知らせが来ており

ました。５０００～６０００円各クラブ事情があると思いますが、私とし

ては、これ位が妥当だと思いますが？（これは泉個人の考え） 

＊何か意見がある方がいらっしゃいましたら、お聞きしたいと思っており

ます。ご連絡ください。 

  切手収集ご協力感謝致します！  BF委員長 山野 弘  

 

 収集して頂いた切手は全て目を通し不良切手は破棄

し整理致しました。日本切手５３０ｇは藤森ワイズ、

長谷川ワイズ、渡邉実帆ワイズと私。外国切手９０ｇは中田清子ワイズの協力

により集まりました。たかが古切手ですが集めて頂いた方は大変苦労している

と思います。面倒がらず集めて私の所に送って下さい。全ての切手はお金を頂

く商品です。先日、井上富士山部国際・交流事業主査に送りました。今後も皆

さまのご協力お願い致します。 

     沼津クラブ 今後の予定 

☆2月役員会 2月15日(月）沼津YMCAセンター 

☆３月例会  ３月 ８日(火）    

       ニューウエルサンピア沼津 

☆3月役員会  ３月1４日（月）沼津YMCAセンター 

 ↑3月役員会の日程が変更になっています。 

        お間違いのないように。 

☆富士宮クラブ20周年記念例会 2月21日(日）パテオン 

      沼津クラブファンド！！ 
      ～点字入り名刺のご案内～   

   
  ワイズの名刺、また通常お使いの名刺に 

                     点字を入れませんか！  

     ☆１００枚 初回５，０００円  

    （デザイン～点字入力まで全て含む） 
  

     点字のみ１枚１０円で入れられます。 

   

                連絡先：書記 後藤譲治  

  
 ↑雪の山中湖 

 (白黒写真ではないです) 


