
  事務局 〒410-0022沼津市大岡下石田１４28－１ 沼津ＹＭＣＡ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」 

 

      ＜6月 例会＞ 

    6月１4日(火曜日) 18:30～ 

    場所：ニューウエルサンピア沼津 

    ☆ プログラム ☆ 

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

 開会の言葉・・・・・・・・・・長谷川等Ｂ副会長    

 信条＆ワイズソング・・・・・・大山 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・・・・・・・・・・稲田 Y’s 

 卓  話 ・・・・・・・・・・小山久恵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Ａ副会長 

 閉会 点鐘・・・・・・・・・・大村 会長 

2016年 ６月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

  Ｊｕｎｅ Happy Birthday 

       ７日  山野 弘   Y’s  

     ２０日 杉崎 敏郎 Y’s  

    ２２日 藤森 泰行 Y’s 

   ２９日  泉   文雄  Y’s 

   Happy Wedding  Anniversary  

  ９ 日 渡辺  周  Y’s    １１日 稲田 精治Ｙ‘ｓ 

 １２日 藤森  泰行 Y’s        

                    ～今月の聖句～ 

私はこの手で、私自身の生活の為にも共にいた人々の為にも働いたの

です。あなた方も働いて弱いものを助けるように、また主イエスご自

身が『受けるよりは与える方が幸いである』と言われた言葉を思い出

すようにと、私はいつも身をもって示してきました。 

                 使徒行伝  20章 ３３～３５節    

 卓話者紹介: 小山久恵さん 東京サンライズクラブ 

       “BF代表  オーストラリアの旅” 

  1989年  東京サンライズクラブチャーターメネット 

  2002年   メンバーとして入会 

  2007-2008年 & 2009-2010年  クラブ会長 

  2012-2013年  地域奉仕事業主任  

  2013年以降   LT委員 



    ＜５月例会報告＞    卓話者 杉村宗明先生 

5月の例会は杉村宗明先生をお招きしての移動茶会、静かなひと時を

過しました。杉村先生のご自身の茶道との出会いから現在に至るまで

のお話、そして茶道の心。お抹茶を立てて頂きながらの例会となりまし

た。茶道は畳に座って正座をして礼儀正しく、そしてちょっと堅苦しく

頂かなくてはいけないと思っていた私は、こういう形で頂いても自分自

身の気の持ち方で、和の心を知ることができるという新しい発見をいた

しました。いつも仕事に追われ、心忘れている私たちですが、また是非こういう時間を作りた

いものです。                                      記事：渡邉実帆 

   御殿場クラブ ３０周年 記念例会 

 東山荘での御殿場クラブ記念例会は、若葉の緑が映え、木に囲まれて爽や

かな気分を満喫しながら会場の体育館に案内されて開始時間を迎えました。

オープニングは勇壮な富岳太鼓が響き、熊本震災への支援募金の後、御殿場

クラブの20周年以降10年間の歩みがスライドで紹介され、例会が始まりまし

た。 

 杉山会長の挨拶の後、来賓の御殿場市長、小山町副町長、東日本区渡辺理

事、富士山部久保田部長、親クラブの沼津・三島会長と祝辞が続き、例会は

和やかに進行しました。また、東山荘からは伊東クラブ・富士クラブ・富士

宮クラブからの100周年記念募金の披露と謝辞があり、御殿場クラブだけで

なく東山荘にとっても、工事中の本館建設についてアピールする場になりま

した。体育館ではそのままアトラクションに入り、再度、富岳太鼓の演奏が

始まりました。大きな太鼓を叩く人、一人で大・中・小３つの太鼓を巧みに

叩く人もあり、音の迫力はどんどん増してきます。体の中まで振動が伝わり、迫力に圧倒されました。続

いて、前年に全国コンクールで優勝したという小山高校のドリルダンスが披

露され、ダンサーの高校生が全員明るい笑みの中で美麗で息の合った踊りを

観ることができました。その後、本館ホールでの会食懇親会は、新しい本館

が竣工すると取り壊されてしまう会場でもあり、これまで何度もこの部屋で

例会や会食・会議があったことを思い出しながらのひと時となりました。御

殿場のメンバー、ゲスト・ビジター、アトラクションを披露してくだ                                         

さった皆様参加した全員が笑顔の楽しい会でした。   記事：山野 弘                      

  富士山部第３回 役員会・評議会報告 

 区大会と次期に向けた今期最後の富士山部役員会・

評議会は、5月22日（日）富士市のロゼシアター会議

室にて開催されました。次期の富士山部長は富士クラ

ブの増田さんということで、富士での開催です。１年

半にわたって部長の重責を勤め上げた伊東クラブの久

保田部長も、あとは区大会を残すだけとあって着陸態

勢。部としても全クラブが多くの献金を達成するな

ど、充実した期になった旨報告いただきました。議事

については例年通りの内容。今期活動報告・決算承認

と次期活動計画や予算承認等がとどこおりなく議決さ

れ、今期の富士山部を締め括る充実した会議になった

と思います。評議会終了後に

は、次期富士山部役員研修も開

催され、いよいよ、来期に向

かって本格的な助走が始まった

と実感する一日でした。     

              報告：大村 

   帯広を訪問して     

 ５月２１日～２２日の二日間、

３３度を記録した日本一暑い十

勝・帯広を業務提携している帯広

信用金庫創業百周年記念式典に出

席するために訪問した。伊豆・松

崎の依田勉三を中心とした開拓団

が十勝の原生林に鍬を入れて約１４０年、今では

肥沃な大地から生まれる農業・酪農の大生産地に

なり、受給率は１１００倍となっている。沼津ク

ラブは約３０年前、十勝の農家に花嫁を迎える運

動に協賛して、毎年１０トン以上のジャガイモと

玉ねぎ、カボチャを仕入れて、販売額の一部を寄

付してきた。今では、沼津クラブの大きな活動資

金になっている。５月２８日には松崎町とパート

ナーシップを締結したことから十勝・帯広との人

と産業の交流が更に深まることを楽しみにしてい

る。               記事：稲田精治 



  第１９回東日本区大会～ワイズにひかれ善光寺～  

 ６月４日・５日の第１９回東日本区大会（長野大会）、会長として最後の大

きな任務でしたが、無事に参加してきました！登録人数４１２名、会場は長

野オリンピックのプレスセンターになったことでも有名な若里市民文化ホー

ル。少年少女合唱団の歌に続いてバナーセレモニー、長野市長を始めとし

た来賓祝辞と、いつもの区大会の式次第に沿って充実したプログラムの一

日目でした。大会に先立つ午前中には年次の代議員会があり、予算・決算

の承認等も滞りなく行われました。また、９号議案では、沼津クラブを第２１回区大会のホストに指名することも無事

承認され、安堵と共にあらためて身の引き締まる思いでした。私自身、２度目の会長ということで代議員会も２回目

でしたが、収支明細や通帳残高との付け合わせ等、以前と比較して手続き上も資料としても、しっかり検証が行わ

れたものになっているということが実感でき、安心しました。一方で、全国に広がるクラブをとりまとめる任意団体の

事務方として、精緻な事務処理の必要性と、そのための担当者の負担、また、より安全・的確に検証する方法な

ど、工夫が必要な点はまだまだあるのかな、とも感じました。今回は事前に配布された資料も読み込んで参加した

のですが、例えば、別立てにそている本会計と各基金の会計は、最終的には合算した「財産目録」にまとめた方が

全容が判りやすいように思いました。ただ、こうした会議に参加する機会がないと、このようなことに気付くこともない

わけで、今回は近くにいた富士山部の先輩メンバーの方に、いろいろ教えていただくことが出来たのが収穫でし

た。晩餐会は、会場を長野駅近くのメルパルクに映し、高らかな声の「木遣り」から

始まり、終始、楽しいひとときでした。２年後の沼津大会に向けて、熱海クラブの

栗本次々期理事はじめ多くの方にもご挨拶でき、沼津クラブにとって貴重なキッ

クオフの機会になったのではないかと思います。二日目には、クラブ表彰に続い

て渡辺理事から利根川次期理事へのバトンタッチも行われ、いよいよ、沼津クラ

ブにとって節目となる５０周年期が始まる、という感を新たにしました。会長任期が

終わることをようやく実感できた区大会でした。皆様のご協力に感謝いたします。

ありがとうございました。 

    参加者：大村会長、長谷川Ｂ副会長、相磯副書記、小林ＣＦ委員長           報告：大村貴之会長 

         第１９回東日本区大会  ワイズメネットアワー 
 ワイズ入会以来、ほぼ東日本区大会には出席してきましたが、今大会は初めてメネットアワーへ出席致しまし

た。会は讃美歌３１２番「いつくしみ深き」の合唱で開会。ご来賓に日本YMCA同盟島田総主事をお迎えし、遠藤

西日本区理事と奥様であられる遠藤西日本区メネット主任のご出席も頂きました。 

 那須クラブの村田メネットによる聖書朗読、お祈り。利根川委員長の挨拶。島田総主事のご挨拶では“絵本を送

る活動”への感謝のお言葉を頂戴しました。YMCAの保育施設は比較的新しいものが多く、図書館が決して充実

していない。また子供たちが手に取り、触れ合う絵本は当然のことながら、傷みやすい。（傷みは、愛されているバ

ロメーターでむしろ大歓迎！）そのような理由で、絵本の補充は常に必要とされているそうです。今日までメネット

委員会の大切な活動として継続されてきた意義を改めて理解しました。大会ホストの長野クラブの小林メネットによ

る歓迎の言葉。メネット事業報告。メネット委員長引継ぎ式と続きます。引継ぎ式では日本区から東西に分かれた

時に東日本区に受け継がれた聖書（ちなみに西日本区はキャンドルスタンドだそうです）を歴代のメネット委員長

が引継ぎます。私も藤井元メネットIDの立ち合いのもと利根川委員長よりその聖書のずっしりとした重み共に委員

長の責務も引き継ぎました。（久しぶりに緊張しました！）緊張の続く中、次期委員長としての挨拶で第１部の終了

です。第２部は会食と講演です。スピーカーの伊藤羊子さん（静岡県出身、学芸員）による “生み出された『幸村』

のイメージ”という演題で講話を頂きました。メネットアワーに参加の皆様から頂いた熊本地震への募金を遠藤西

日本区メネット主任へお渡しし、最後に“メネットのねがい”を作詞者である大阪なかのしまクラブの今井利子さん

の指揮のもと歌い閉会となりました。                                    報告：相磯優子 

              富士山部 ７月初例会の案内   

     ７月１１ 日（月）伊東クラブ   ７月１３日 （水）富士・富士宮クラブ合同 

     ７月１９日（火）三島・御殿場・沼津クラブ合同 

     ７月２０日（水）下田クラブ   ７月２５日（月）熱海クラブ  

     ７月２７日（水）熱海グローリークラブ        ☆他クラブ例会出席は泉ドライバーまで 



編集後記：早いもので１２回目のブリテン発行となりました。何事も挑戦!と思って引き受けました。今まで沼津

クラブのブリテンがどのように作られていたかもわからず、ＩＴ委員にお尋ねしてご相談したところマイクロソフ

トの『Publisher』が便利ですよ。とのお返事を頂き、早速購入して使い始めました。とても使い易く便利です。

一年ご覧頂き、心より感謝申し上げます。今後とも宜しくお願い致します。        広報・ブリテン委員 

              『沼津ワイズメンズクラブ』http://www.numazu-ys.jp                        

 在 籍 者    20  名  ５月スマイル   ￥  １０，５００  

 功労 会員     4  名  スマイル累計   ￥ １７６，４６０  

 出 席 者    １３ 名  BF 現金  ￥ ４０，０００ 

 ゲスト・ビジター     1 名 YMCA基金 累計  ￥  ０ 

 メイキャップ     0 名  出 席 率     81％ 

5月 

例会 

報告 

     ＜5月役員会報告＞    

    5/16（月）18：30 沼津YMCAセンター 

   ☆御殿場クラブ30周年例会 ・・・8名登録 

    ☆5/22（土）富士山部 役員会・評議会  

    ☆熱海ＹＭＣＡ総会（5/14）  長谷川・稲田 

    ☆東日本区大会エントリー確認  

    ☆今後の例会予定  ＤＢＣクラブとの交流その他 

  ６月例会にＤＢＣ京都トップスクラブより５名来沼予定 

    ☆総会の件  ☆次期準備（各委員会事業計画など） 

    ☆５０周年記念例会 ☆第２１回東日本区大会 他 

 

   沼津クラブ 今後の予定 

☆6月役員会 6月20日(月） 沼津YMCAセンター 

☆7月初例会（合同担当は三島クラブ） 

  7月１9日(火） ブケ東海三島 

☆7月役員会  7月１２日（火） 沼津YMCAセンター 

７月の役員会は例会日が変更になっていて予定日が   

祝日の為、変更になりました。 

 例会は出席第一・欠席の場合は連絡を忘れずに！ 

 

          ドライバーの呟き⑪       泉 文雄 

 わぁ～もう６月早いものですね～。ワイズ今年度も最終月だよ。呟きを書き始めて１１ヶ月、

早いものですね～。書き始めたきっかけは、只ブリテンの原稿が少ないと言う事から、じゃあ

少しでも・・・と思い書き始めたのがきっかけ、まさか１年も続くとは私自身もビックリ。 

 話は変わりますが・・私も今月でとうとう７０歳、大台に乗ってしまいました。３０～４０歳のこ

ろ、自分が７０歳になるなんて想像しただろうか？毎日、毎年、夢中で過ごして来て（今も夢

中だけどね）振り返ることなど無かった気がします。これからも振り返らず、前だけを見て進ん

で行こうと思っているんだ。この年代になり今一番有難い事は身体が元気で、働く場所を頂

いてる事で、会社に感謝です。いつまで遊んでいられるかな？沼津クラブも高齢化になって

きています。何とか活力のある３０～４０代の人材が欲しいとメンバー全員が思い頭を悩まし

ています。元気の出るクラブ作りに施策が有るようでしたら、是非アドバイスお願い致します。 

                                                                    昼寝中のシロ（猫）とルル（ミニピン）⇒            

      滋賀ＹＭＣＡチャリティーランに参加して・・・    
 6月12日（日）第1回滋賀YMCA、インターナショナル・チャリティーラン2016が、滋賀県竜王町、希望が

丘運動公園にて開催され、DBC彦根クラブさんが当初大会実行委員長をされるということを聞き出かけ

ました。全国の19番目の開催YMCAとのことです、東京での第1回開催から数えて今年は30年を迎える

とのことで、東京では30回を記念してイベントを考えているようです。 

 熱海YMCAのチャリティーランは、2009年に第1回を静岡で、2回～4回までは東山荘を会場に行った

のですが、諸事情で開催できなくなりました。熱海YMCAの理事としていつか再開を望んでいます。 

                                                                記事：長谷川                                


