
  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」 

 

      ＜3月 例会＞ 

    3月 8日(火曜日) 18:30～ 

         場所：沼津YMCAセンター 

    ☆ プログラム ☆ 

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

 開会の言葉・・・・・・・・・・渡邉実帆A副会長 

 信条＆ワイズソング・・・・・・渡邊信幸 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・・・・・・・・・・杉崎Y’s 

 卓  話  アメリカ小話   大村 貴之Y’s   

 出席率 スマイル報告・・・・・担当委員会 

 閉会の言葉・・・・・・・・・・長谷川等B副会長 

 閉会 点鐘・・・・・・・・・・大村 会長 

2016年 3月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

   Mar.   Happy Birthday 

   1日 長谷川メネット   芙紗子さん 

   15日 大山メネット    智子さん 

   18日 渡邉  実帆Y’s 

   23日 平野メネット      由貴子さん 

    Wedding Anniversary 該当なし 

                    ～今月の聖句～ 

「私の言葉を聞いて行うものは、岩の上に自分の家を建てた賢い人   

に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその人の家を襲っても

倒れなかった。岩を土台としていたからである」      

             マタイによる福音書  ７章 24節     

    今月の卓話   大村貴之（会長） 

「新しい『常識』が生まれる地/ 

      カリフォルニア州ベイエリア訪問記」 

昨年１１月に６泊８日の日程でサンフランシスコ周辺の

視察研修旅行に行ってきました。視察先はシリコンバ

レーということで、アップル本社・インテル本社・オラ

クル本社・米国富士通といった

巨大ＩＴ企業を訪問してのセミ

ナーと、サンフランシスコ近辺

の銀行先の見学をしました。そ

の時の話をしたいと思います。 



   ＜２月例会報告＞   

 TOF例会  ２/9（火）YMCA沼津センター 

 沼津クラブのＴＯＦ例会は、毎年恒例のＹＭＣＡ

沼津センターでの開催です。翌年の役員や事業につ

いて詳細を検討することが多いタイミングですが、

今期は、既に次期に関して背骨が固まっていることもあり、卓話者をお招き

してのＴＯＦ例会となりました。卓話者には、熱海クラブのメンバーでもあ

る泉明寺みずほワイズをお招きしました。熱海クラブからは、ビジターとして田中ワイズ（熱海市議）

も出席してくださいました。 

 さて、泉明寺さんは伝統ある熱海クラブにおける初の女性メンバーですが、それに相応しい実に多才

な方です。まず、「熱海三社」の一つである熱海今宮神社の宮司にして宗教学の学者であり、熱海市議

でもあります。また、ＦＭみしま函南では開局以来アナウンサー・パーソナリティーとして多くの番組

に携わっている方で、私（三島市民）にとっては何より「ＦＭ局の綺麗な声のお姉様」の印象が強

い。・・・とにかく、本当に幅広く活躍している方です。というわけで、卓話のお題も何でもお願い出

来そうだったのですが、今回は、今宮神社の宮司様として、神様のお話をしていただくことになりまし

た。熱海の大きなお社である「来宮神社」「伊豆山権現」「今宮神社」と源頼朝との関わりの紹介。日

本のお祭りや風俗の源にある神様に対する伝統的な考え方のお話。一見、「無宗教」に見える現代の

人々の暮らしの中でも実は根強く生活の中に残っている古来の日本的な宗教的行為について。神話や祀

りに見られる「生命」や「性」に対する考え方などなど・・・１時間弱の卓

話が、あっという間に終わってしまいました。ＴＯＦ例会らしい、ささやか

なお弁当にお付き合いいただけるのも、ワイズのメンバー同士ならではのこ

とで、ＹＭＣＡセンターの学習机を囲んでの、アットホームな例会になった

と思います。例会終了後には、いよいよ１年後になる５０周年記念例会に向

けた、企画についても打ち合わせを行うことも出来ました。記念例会のスタ

イルや記念誌のコンセプト・記念行事について等々、沼津クラブらしさを深

掘りする例会となりました。              文：大村貴之

    富士宮ワイズメンズクラブ  

 設立20周年に参加して  

 2月21日（日）富士宮クラブ設立20

周年記念例会に参加しました。沼津

クラブからは、8名が参加しました。

例会場のクリスタルホールパテオン

に113名のワイズメンが集まり、盛大

で和気あいあいの記念例会となりました。一番記憶に残った

ミッションは、富岳小学校による発表会でした。これは、20周

年記念事業として、地元の富岳小学校へ、地場産業特産品であ

るニジマスの生態を観察し教育に役立てようと冷却水槽を寄贈

し、子供たちと共にその指導に当たった観察経過の発表でし

た。子供たちの生命への好奇心と大切さや慈しみの心が随所に

表れ、小学生30名全員が発表した素晴らしい内容でした。 

 沼津クラブも50周年を1年後に控えています。子供たちのた

めの記念事業はどうするのか。考えさせられる大変参考になる

記念例会でした。 

参加者：大村、渡邉実帆、長谷

川、渡邊信幸、泉、稲田、小林、

山野        

 

       記事：小林 隆 

 ＜２月役員会報告＞   

 

 ２/１５（月）19：00沼津YMCAセンター 

☆３月・4月卓話者の件    

☆次期役員選任 未決定委員の件 

☆50周年記念例会 

  ⇒日程決定：2017年2月18日(土）  

泉実行委員長、４名の実行委員を選任 

      長谷川、小林、杉崎、大村 

☆第２１回東日本区大会の件  

☆各種献金等 YES基金の件 

☆例会通知の件 

変更がない場合にはドライバーより通知はありませ

ん。変更の場合のみ連絡を入れます。また欠席

者は必ずドライバーに連絡のこと。 

   

                     



   三島クラブ・２月ＴＯＦ例会に参加して 

       「三島クラブ歌声広場」 
     ２月１６日（火）三島市生涯学習センター 

 

 7月の3クラブ合同初例会で

行った「歌声広場」を三島クラ

ブでも！と青木利治プロドラ委

員長にお誘いいただき、長谷

川ワイズとパソコン１台持参、

そして伴奏者と共に参加して

きました。場所は今回は三島市生涯学習センターの音楽

室。防音設備が整い素晴らしい施設でした。はじめは一

時間も歌ってメンバーの皆さまの咽喉が大丈夫かと心配

しましたが、途中お話もしながらの約1時間。でも歌いだ

すと時を忘れて、皆様楽しそうに歌って下さいました。普

段あまり歌わない童謡や唱歌、歌っているとその時に

帰ったような気がします。いつもにこにこされている方、ま

た怖い顔をされている（失礼？）方も大きな口を開けて一

緒に歌って下さったことが本当に私の喜びで、楽しい三

島クラブの例会でした。 や

はり音楽は人と人を結び付

けますね。 

       記事：渡邉実帆                

                        

  

  御殿場クラブ・２月例会に参加して  

           「入会式」    
         ２月１１日（木・祝）東山荘 

  

 杉山会長から2月に2名の『入会式』が行われるとの

ことをお聞きし、それは！それは！オメデタイお話。何

をおいても参加させていただきます！！当日ワクワク

しながら道路横の雪を横目に東山荘へ。御殿場クラブ

サンの華やかなこと！華やかなこと。入会者も2名の女

性です。男性の方々には本当に申し訳ありませんが、

女性の時代だなぁと実感。来期は三島、御殿場、沼津

の３クラブともに女性の会長です。そしてご存知の通

り、次期東日本区理事は私の尊敬するワイズメン！利

根川恵子さん。もちろんワイズメンズクラブなのですか

ら、男性の皆さま、女性パワーに負けないように活動

をお願いします。入会されたお二人、そして御殿場ク

ラブの今後の活躍を期待しています。 そしてそれと

共に、わが沼津クラブも負けていられない！頑張らな

ければならない！と自分自身も奮起して帰路に着きま

した。      

         記事：渡邉実帆 

 
 

←お祝いの歌は 

      「野に咲く花のように」 

 

 ３月５日（土）～６日（日） 東山荘で次期会長・部役員研修会が開催されました。 
     

  沼津クラブ次期役員 
  会  長  渡邉 実帆 

  書  記  相磯 優子 

  会  計  大村 貴之 

 富士山部国際・交流事業主査 

             泉 文雄 

 東日本区メネット委員長  

             相磯優子 

「先ずはやる気です」  

      富士山部会員増強事業主査 勝又隆吉（熱海グローリークラブ） 

 永遠の課題の会員増強は、各クラブの皆さまに非常に頭の痛い問題がありま

す。その厳しい現実の中事業主査を仰せつかりました。出来る限りクラブを訪問

して積極的に啓発運動に頑張りましたが、なかなか結果が出ず苦慮しておりま

す。せめて入会式だけには顔を出したいと思い、お祝いの言葉を伝え、激励し、早くクラブに溶け込ん

で活躍されることをお願いしました。お蔭様で前期入会者は12名となりました。2月には御殿場クラブが

2名入会され、3月には熱海クラブが1名の入会とのことです。現在のところ15

名の入会者です。これも偏に各クラブの皆様がＥＭＣ活動に非常に熱心に取り

組み、真剣に会員増強に力を入れた結果だと思います。やはりいつも話に出る

「魅力あるクラブ」とは各クラブが切磋琢磨し知恵を出し合い、努力すること

が必要だと思います。思い切った改革、特長を生かしてのクラブ運営、お互い

にたえず新鮮な魅力と生き生きとした交流が不可欠です。お互いに頑張りま

しょう。やはり『やる気』です。        勝又主査入会式立会い⇒       



編集後記：先日初例会が行われたと思ったのに、もう次期の準備が進んでいます。沼津クラブでは、５０周年、

また区大会と大きな行事を抱えています。一致団結して進むしかありません。いろいろな面で『やる気』です。                     

                                            ブリテン委員                        

２月 例会 

 報告 

 在 籍 者   20  名  ２月スマイル  ￥ 20，０2０ 

 功労 会員      4  名  スマイル累計  ￥１38，46０ 

 出 席 者   13  名  BF 現金  ￥ 0 

 ゲスト・ビジター      ２  名 YMCA基金 累計  ￥ 0 

 メイキャップ      0 名  出 席 率   81％ 

ドライバーのつぶやき⑧    泉 文雄     

  ２月例会の卓話は、熱海クラブメンバーである

泉明寺みずほさんのお話を聞かせて頂きました、

私の聞いている話では彼女は４つの顔を持つス

パーレディーとのこと。１つ＝妻の顔、２つ＝母

親の顔、３つ＝宮司の顔、４つ＝熱海市議の顔。

第一声の印象、面白おかしく、話術の素晴らし

い、笑顔が素敵な、とてもきさくな人という印象

でした。印象に残った神社の参拝の話、早速会社

で使わして頂きました、参拝する人の氏名・住所

を最初に伝える事・拝殿に上がるときの靴の脱ぎ

方、今までえっと言うような話を聞かせて頂き大

変参考になりました、有難う御座いました。 

 富士宮クラブの皆様 素晴らしい２０周年記念

例会有難うございました。ニジマスの観察をされ

た子供達の光輝いた顔！顔！忘れる事無く、私の

心に残ります。 

早咲きの桜も葉桜になり始めまし

たよ。でも先日(２月２５日)朝起

きてびっくり！！辺り一面銀世界

でした。 

←外に止めてある車、雪だるま状

態、春まだ遠いのかな？ 

 

  ☆特別対談講演会   「広岡浅子が残したかったもの」 

             日時：3月 3日（木）19：00～20：30   会場：東山荘 

 3月3日、御殿場YMCA東山荘でNHK朝の連続ドラマ”あさが来た”のヒロイン、広岡

浅子についての講演会が開催されました。鹿野幸恵（大阪YWCA代表理事）さんと内海

重忠（二岡神社38代当主）さんのお二人のお話でした。原案本は、古川智映子著『小

説土佐堀川ー女性実業家・広岡浅子の生涯』で鹿野さんは、広岡浅子を1849年（嘉永

2年）京都での誕生から1919年（大正８年】69才までの生涯を年賦に基づきお話されました。内海さん

は、1914年（大正３年）御殿場での市川房枝、村岡花子との出会い、当時の御殿場二の岡地域の万国

村、アメリカ村について話されました。彼女は日本初の女性実業家として大きくとりあげられますが、

彼女が目指したものは、女性による女性のための高等教育でした。その彼女の心が現実に日本女子大と

して残っております。波乱盤上の生涯でしたが、人生最期は受洗し安らかな最期を迎えられました。彼

女が後世に残したかったものは、チェンジとファーストペンギンと言う考え方でした。                                 

                                     記事：長谷川 等 

     沼津クラブ 今後の予定 

☆3月役員会 ３月1４日(月）沼津YMCAセンター 

☆4月例会  ４月１２日(火）    

       ニューウエルサンピア沼津 

☆４月役員会  ４月1８日（月）沼津YMCAセンター 

☆６月４日（土）～５日（日）第１９回東日本区大会 

      ホスト：長野ワイズメンズクラブ  

長野市若里市民文化ホール＆メルパルクＮＡＧＡＮＯ 

沼津クラブファンド！！ 
 ～点字入り名刺のご案内～   

    

名刺で自分とクラブを 

      アピールしましょう！！ 
      

   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 初回は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  TEL:090-7043-0526      

       お気軽にお問い合わせ下さい。 


