
  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 Joan Wilson （カナダ） “ Our Future Begins Today.「私たちの未来は、今日より始まる」  

アジア会長 主題 Tung Ming Hsiao （台湾）“Respect Y’s Movement”「ワイズ運動を尊重しよう」  

東日本区理事主題   利根川 恵子（川越）  “For the Future, Act Today!”「明日に向かって、今日動こう」 

富士山部長 主題   増田 隆 （富士クラブ） 「富士山のように大きな心で奉仕をしよう」 

クラブ会長 主題   渡邉 実帆                  「温故知新 そして躍動」   

 

    

      ＜８月 納涼例会＞ 

   ８月１２日(金曜日) 18:30～   

 会場：ニューウエルサンピア沼津 ガーデン 

             司会 泉Y’S 

    ☆ プログラム ☆ 

 開会   点鐘・・・・・・・・・ 渡邉 実帆会長 

 開会  挨拶・・・・・・・・・ 大村 貴之Y’s 

 ワイズソング・・・・・・・・・ 一 同 

 ワイズの信条・・・・・・・・・稲田 Y’s 

 会長 挨拶・・・・・・・・・・渡邉 実帆会長 

 ゲスト・ビジター紹介 

 食前 感謝・・・・・・・・・・大山 Y’s 

        バーベキュー  

  誕生日・結婚祝い 

  出席率 スマイル報告・・・・・各担当委員会 

 閉会  挨拶・・・・・・・・・・長谷川Y’s 

 閉会 点鐘・・・・・・・・・・渡邉 実帆会長 

2016年 8月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

                    

         

            

     

 

 

 

          今月の聖句 

『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし

て、あなたの神である主を愛しなさい。』    

  『隣人を自分のように愛しなさい』 

      マタイによる福音書 22章 37・39節 

             August 
          HAPPY          BIRTHDAY 

          8月08日 小林          隆Y’s 

          8月31日 相磯 優子Y‘ｓ 

         HAPPY      WEDDING        ANNIVERSARY 

                                      該当者なし 



 7月初例会報告   7月19日（火） 

(沼津・三島・御殿場3クラブ合同初例会） 

今年度の初例会は三島クラブのホストでブケ東

海三島で行われました。3クラブ合同、そして三島

クラブの2名の入会式も行われ、富士山部他クラ

ブからも多数の参加を頂き、盛大に開催されました。卓話は三島クラブに入会された

YMCA連絡主事の光永さんの熊本地震報告を聞きました。 

 今年度は国際会長を初め、東日本区理事、そして我々3クラブ会長は女性で

す。今年度はウーマンパワー炸裂？で何か起こりそうな予感がします。みんなで力を

合わせて頑張りたいと思います。 

   第７２回 台北国際大会に参加して   

  

 第72回国際大会は、8月4日～8日まで台湾・台北市で開催されました。25か国から約

800名の参加者がありました。沼津クラブＩＢＣ締結・インド・ハイデラバードクラブからは、2010

年横浜国際大会後沼津を訪問されたラオさんが参加されておりました。 

 お世話になった、大村さんにはくれぐれもよろしくお伝えくださいとのことでした。またハイデラ

バードへ来てくださいとのことです。ラオさんは、ベジタリアンなので同席出来ませんでしたが、

ハイデラバードのメンバーもみなさんお元気で、私たちとの再会を望んでいらっしゃるということです。韓国・清州西原クラブの

方は残念ながら、参加されていませんでした。 

 来年のアジア大会は、タイ・チェマイ、2年後の国際大会は韓国で開催されます。 

 富士山部からは、次期東日本区理事栗本ご夫妻、富士クラブ井上ご夫妻、御殿場クラブから前原会長、岩田Y’S、 

 山本Y’S、稲葉Y’Sの4名、熱海グローリークラブ加藤Y’Sと私の参加でした。                                                    

                                       報告 長谷川 等                          

利根川東日本区理事とパチリ   

(熱海クラブ初例会にて) 

        富士山部 他クラブ 初例会を訪問 出席者 

               伊東クラブ(7月11日・月） 渡邉実帆/相磯優子/泉文雄    

               富士・富士宮合同（7月13日・水） 渡邉実帆/大村貴之/渡邊信幸/泉文雄 

               下田クラブ（7月20日・水）渡邉実帆/長谷川等/泉文雄 

               熱海クラブ（7月25日・月）渡邉実帆/相磯優子/泉文雄 

                 熱海グローリークラブ（7月27日・水） 渡邉実帆/相磯優子/大村貴之/長谷川等/泉文雄 

 

 前期半年報、2016年7月1日現在の東日本区の会員数が発表されました。908名で

1月1日の920名から12名減となってしまいました。富士山部は200名から190名

に10名減となりましたが、7月に富士クラブで1名、三島クラブで2名の入会があ

りました。7月17日には東日本区61番目のクラブ、東京多摩みなみクラブの

チャーターがあり、15名のメンバーが誕生いたしました。多摩みなみクラブのバ

ナーには可愛いタヌキが！楽しいワイズライフが待っていることと思います。お

めでとうございます。皆様のご活躍を期待しています。 



 クラブメンバー メッセージ 

 ＜50年の思い出＞ 中田 成  チャータメンバー・功労会員 
 沼津クラブの創立は50年も前のことなので、何処から書き始めたらいいか迷いながら進めていこう。ス

タートは私が38歳の時である。現在の生存メンバーは私と大村貴之メンバーの父君、現三島クラブ

の大村俊之君の二人だけだ。設立準備会は毎月私の会社のロビーで、食事は出前の天丼だった。 

数が決まらないのが準備会の無責任なところで、東京から担当の一色主事と一緒に来るYMCAの

理事さんの参加は正確だが、地元沼津の入会候補の若人の参加が不安定で困った。青木君も頭

を抱えて苦い顔をしたものだった。毎回10人分の丼を取ると半分ほど必ず余り、器を替えて会社の冷蔵庫へ、昼食は“チン”

で、数日はそればかりなので、女子事務員に笑われていたものだ。 

 東京からは松島ドクター、この方は私が東京YMCAにいた頃、私の首に出来た結核性の腫瘍をご自

分の病院に半月も入院させて取ってくださり、当時は安くないストレプトマイシンも一日おきに注射して下さっ

て「もう大丈夫」と笑って請求なし、有難い先生だった。殖栗（うえくり）リーダーズダイジェスト社長、木本総

主事など昭和25年頃のお偉い方ばかり。殖栗さんは我が家に泊まられ、翌朝私の会社で社員に「交際費

は害毒」とお説教をいただいた。白洋社の五十嵐丈夫社長も大型外車で運転手付きで来られた。東山

荘からは友人の日本YMCA同盟の高倉主事もよく来て下さった。すべてもう故人になってしまった・・・・。  

                                 ・・・次号に続く                               

   中田さんの「思い出の記事」は今後連載していきます。お楽しみに・・・ 

 ジャガイモ万年小林です。ジャガイモファンドメンとしてお願い申し上げます。ジャガイモファンドの収

益金は、ワイズ活動に使用しています。しかし、本来の目的は、できるだけＣＳ活動に充当することが良

いのではないでしょうか。そのために、一生懸命メンバーが販売活動に汗を流しています。今年も10月8

日（土）がジャガイモの配送日です。メンバー全員の配送参加をお願いします。CF委員長 小林隆 

 

 2年ぶりにクラブに復帰しました。まずはその間温かく見守り、応援してくださったメンバー、そしてその間ク

ラブを支えていただいたメンバーにお礼と感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。いろいろな

思いがありましたが、想像以上の出来事が起き、私にとって貴重な時間となりました。人生って本当にドラ

マだな思います。さて沼津クラブでは50周年、第２１回東日本区大会も控えています。微力ではありますが、クラブの力に少

しでもなればと思っております。不在の間、クラブのメンバーも減少してしまいました。人生の中で出会える数は限られているで

しょう。ひとつひとつの出会い、この時間を大切にし、メンバーの皆さんと協力。そしてなにより笑顔で活動できたらうれしいで

す！行き違いもあるでしょう。それぞれの思いもあるでしょう。私たちは日常の生活、仕事以外に積極的にクラブ活動をしてい

ます。こんな素敵なことはありません。お互い思いやりと笑顔の気持ちで、クラブにとって貴重な2年間を一致団結して迎えた

いと思います。そして全国に世界に沼津クラブを発信できればうれしいです。   副会計 CF副委員長 菅沼道子 

 ＜今年の抱負＞   大山晴康 

私が、メンバーになったのは1971年の秋でし

た。沼津ククラブのメンバーが７人になってし

まって、会員増強のため、青木栄実さん（当

時、同じ学校で教えていて知り合いであっ

た）と遠藤永太郎さん（当時、明治学院大

学同窓会支部長で先輩であった）を通して声がかかり、

中田成さんの会社静岡帆布さんで説明会に参加し、入

会することになりました。 沼津クラブは、1967年チャー

ターですので、50周年を迎えることになり、私は45年間、

多くのワイズメンとの出会いにより成長させていただき感謝

させていただいております。 昨年から体調に変化が生じ

十分に活動できずにご迷惑をかけておりますが、微力なが

らワイズメンとして参加していきたいと思っております。              

ユース委員長 

＜今年の抱負＞    平野正文 

学生時代に参加していたボランティアサーク

ル活動の延長のような感覚でワイズの仲間に

入れてもらって37年目になります。自分の仕

事を優先してきたことが地味ですがここまでワ

イズ活動を続けられた理由になります。これか

らも自分のペースで協力していきたいと思いま

すが、来年の沼津クラブ50周年記念例会、再来年の東日本

区大会のホストと重大行事が続きます。今までに経験していな

いこれらの事業の成功に微力ではありますが貢献していきたい

と思います。これからも、お金ではなく自分の体を使っての奉仕

を目指していきます。よろしくお願いいたします。              

                          IBC・DBC副委員長 

  



 在 籍 者  17  名    スマイル ￥  1２，０００ 

 出 席 者   11   名  スマイル累計 ￥  １２，０００ 

 ゲスト・ビジター   0   名    BF現金 ￥    0 

  メイキャップ   2   名   YMCA基金 ￥    ０ 

 功労 会員    3   名  出 席 率     87％ 

編集後記：怒涛の7月が終わり、8月は通常に、というわけにはいかない沼津クラブです。日本語スピーチコンテスト、50周年の

準備、東日本区大会などなど、予定が次々と。頑張らなくっちゃ！リオデジャネイロでオリンピックが開催されています。選手達

の素晴らしい活躍に感動をいただいています。参加した全ての選手に拍手！！本当にオリンピックは素晴らしいですね！ 

 沼津ワイズメンズクラブ ホームページご案内    http://numazu-ys.jp                ブリテン・広報担当委員 

 台湾・台北で開催された第72回国際大会に今回33回

目の参加を予定していたＴａｋ（竹内敏朗）さんですが、（熱

海Ｇクラブ、熱海YMCA理事長）残念ながら、体調くずさ

れ、リハビリーテーションを行われています。Ｔａｋさんへの世界

中のY’sメンより励ましのメッセージを頂きました。 ⇒  

     ドライバーのつぶやき（2）                泉 文雄 

 ７月例会も無事終わりました、今期 富士山部９クラブ（沼津クラブ

込）全クラブに出席、下田例会日は会社のゴルフコンペが急に入り、欠席

の連絡を入れていたのですが、例会場変更になり１時間程で行ける場所、

ゴルフ終了後速TEL登録をさせて頂きました、此れで全クラブ出席達成で

す。最終例会は熱海グローリー、私にとり一番印象に残るクラブなので

す、スピーチの嫌いな私が思い出を語らせて頂きました。ご高齢の方の多いクラブです。何時までも若

いクラブを見守っていて下さい。 

私の好きな夏やっと来ました、我が家から見る富士山も、しつかりと夏山に変身し黒々とした山肌、夜

になると、室の明かり・登山者の持つ明かり チラチラ光り星の輝きと溶け込み素晴らしい光景です、

此の景色言葉には言い表せません。 

  クラブ連絡事項・今後の予定 

☆8月29日（月）役員会 

☆9月01日（木）熱海YMCA理事会・運営委員会 

バーべキュー懇親会18：00～ 場所：熱海YMCA 

☆9月例会  9月13日（火）沼津YMCAセンター  

☆9月役員会 9月20日（火）沼津YMCAセンター 

☆CFじゃがいもファンド １０月８日（土） 

   集合場所、時間等は後日CF委員より連絡 

☆11月移動例会検討中 11月8日（火）彦根クラブ～

9日（水）京都トップスクラブ例会訪問を1泊移動例会

にと考えています。詳細は役員会にて協議いたしま

す。 

 ＜ご案内＞沼津クラブ50周年記念事業 

『日本滞在留学生、外国人の為の 

    日本語スピーチコンテスト』 

 日時：2016年11月23日（水・祝日） 

 会場：プラサヴェルデ４F会議室 

 主催：沼津ワイズメンズクラブ  

 共催：NPO法人 熱海YMCA 

 後援：沼津市・沼津市教育委員会 

          沼津市国際交流協会 

    日本大学国際関係学部 

          ワイズメンズクラブ東日本区富士山部 

 

http://numazu-ys.jp

