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 第３６７号      １２月例会                                                                                                               

会  長    前原 末子 

  副会長  鎌野 泉・堀口 廣司 

書  記    山本 光子 

会  計    稲葉 久仁子 

  監  事    金光 京子  

国際会長主題        私達の未来は、今日より始まる。 

アジア地域会長主題    ワイズ運動を尊重しよう                                 

東日本区理事主題    明日に向かって、今日動こう。   
富士山部部長主題     “富士山のように大きな心で奉仕しよう”   

御殿場クラブ会長主題  思いやりの心で楽しく奉仕 

御殿場クラブ活動方針   1.楽しい例会と卓話の充実 

            1.ＤＢＣを始め、他クラブとの交流 

                                                   1.東山荘を始め、奉仕作業の充実 

            1.更なるメンバーの増強 

他クラブ例会日一覧です。 

例会日程、時間、場所の変更がありますので、例会参加の場合は 

金光ドライバー委員長へ連絡の上、ご出席下さい。 

 

熱海クラブ  12月26日(月) 熱海後楽園ホテル 

沼津クラブ  12月13日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   12月12日(月) 暖香園ボウル 

三島クラブ  12月20日(火) ホテル昭明館 

下田クラブ  12月21日(月) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 12月28日(水)  

熱海後楽園ﾎﾃﾙ・熱海青少年ｾﾝﾀｰ 

御殿場クラブ 12月8日（木）YMCA東山荘 

富士クラブ  12月14日（水)ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 12月27日(火) パテオン 

２０１６年１２月度例会プログラム 

 
時間     2016年12月8日（木）18時30分 

場所     東山荘  

受付   稲葉Y’s、鈴木Y’s 

司会   渡邉 芳子Y’s 

 

 

１ 点鐘 会長 

２ 開会の言葉 司会 

３ ワイズソング 一同 

４ ワイズの信条 司会 

５ 聖句について 堀口Y’s 

６ 会長挨拶 会長 

７ ゲスト・ビジター紹介 会長 

８ 食前感謝 長田 尚弥Y’s 

９ 卓話 若林隆浩 様 

１０ 誕生日・結婚記念日祝い 各自 

１１ スマイル・YMCA基金 金光京子Y’s 

１２ 閉会の言葉 司会 

１３ 閉会点鐘 会長 

在籍数   25名 メネット  0名 ｽﾏｲﾙ報告  21,000 BF活動切手      0pt 
出席者   20名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計 733,520 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    2名 ゲスト  0名 YMCA基金  3,213 累  計      0pt 

出席率  80％ ビジター  1名 YMCA累計   291,572     
修正出席率  100％ 出席者合計       21名       

１１月例会報告 

１２月お誕生日おめでとう 

 １日 高橋 高義ﾊﾟｰﾄﾅｰ  

２６日 井田 松ﾒﾈｯﾄ 

３０日 渡邉 芳子Y’s 

 

１２月ご結婚おめでとう  

自己申告してください。 

第一例会      第二木曜日 PM6:30         第二例会     第四木曜日 PM7:00 

会      場     YMCA東山荘      tel  0550-83-1133       fax  0550-83-1138  

412-0024 静岡県御殿場市東山1052 (公財)日本ＹＭＣＡ同盟国際青少年センター 東山荘  URL http://www.ymcajapan.org/tozanso/ 

 office YMCATOZANSO 1052 Higashiyama Gotemba Japan 412-0024 tel 0550-83-1133 fax 0550-83-1138 e-mail tozanso@ymcajapan.org 

 
 

ところが、彼らがベツレヘムにいるうちに、マリ

アは月が満ちて、初めて子を産み、布にくるんで

飼い葉桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所

がなかったからである。（ルカによる福音書２章

 

長田 和子 

 １０月２２日、２３日イルミネーション作りを

手伝った。２２日と２３日午前中は杉山將己宅で

前原会長、鎌野副会長、山本書記、金光、神野、

芹沢さんが、東山荘の作業で伐採した丸太に笛カ

バーでU.Fをとりつけペットボトルに電飾りを巻

き付けてロケットを作成！YMCAの飾りのパーツ作

り、２３日の午後に、それらを持って時の栖会場

に移動して取り付け作業、しかし、素人のやる

事、コンセントにつけて通電するも、灯がつかな

い所が出て試行錯誤しているうちに暗くなり、最

後の仕上げは山本さんのパートナーの本職の手を

わずらわすことに。鎌野さんが重機を持って来て

くれたので丸太への取り付けも移動のためトラッ

クに乗せるのもスムーズに出来、会場での枠作り

も、杉山、鎌野の名コンビであっという間に出来

上がり、頼もしい限り。又手伝いができないとお

やつを届けてくれる方、又杉山さんには作業場を

お借して頂きお母さんが具合悪くなり入院したと

後から聞いて大変恐縮しました。みなさんの協力

の結晶のイルミネーション、２９日の点灯式にも

大勢の会員が出席し見て来ました。いちだんと背

の高いU.Fが遠くから目立ち、とてもステキ！ 

 今年は６０の企業、団体が参加しました。 時

の栖に行ったら、必ず御殿場ワイズメンズクラブ

に投票を！ 

 イルミネーション作成  

堀口 廣司 

１０月９日（日）１２時～落成感謝会があり

日本YMCA同盟正野会長から建設関係の功労者

である御殿場市、池田建築設計事務所、臼幸

産業を始めとする建築業者４社に感謝の盾が

わたされました。１３時からは献堂式が関田

寛雄牧師の司式で行われました。１３時半か

らは落成祝会が会長挨拶、祝辞は若林市長と

三菱商事廣田代表取締役からあり、ワイズの

利根川・岩本東西日本区理事からもあり、学

生Yからは神戸女学院生の上月さんの５名から

いただきました。最後に島田総主事から謝辞

があり新本館完成の式典が終わりました。御

殿場クラブから16名、他クラブ19名の参加が

あり、日本YMCA大会参加者も加わり総勢４１

６名で１階食堂と２回講堂がいっぱいになる

大盛会となりました。 

 新本館献堂式 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


ＤＢＣ(奈良・名古屋東海・御殿場） 

２０１６年度交流会 

 １１月例会報告 

神野 裕子 

１１月１０日（木）金光Y’ｓの司会により前原会

長の点鐘で始まりました。ワイズソングの斉唱、

ワイズの信条の唱和と進行し、聖句は、堀口所長

のマタイによる福音書６章２２節で「体のともし

火は目である。目が澄んでいれば、あなたの全身

が暗い。だから、あなたの中にいる光が消えれば

その暗さはどれほどであろう。」と述べられ、先

日、ご逝去されました杉山將己Y’sのお母様に触れ

られとても目が澄んでらっしゃったお母様の100

歳の大往生と、その美しさを讃えていらっしゃい

ました。 

前原会長は「立場は人を育てる」について話され

ました。心に響く言葉で立場をわきまえて行動す

る事の大切さを学び心して受け止めました。 

食前感謝は稲葉Y’sが里帰り出産のお嫁さんの留守

中の息子さんの食事の支度、会話を楽しまれてい

るお話しでした。 

卓話は、沼津ワイズメンズクラブの泉Y’sをお迎え

して「ロールバックマラリア撲滅キャンペーン」

について話されました。 

ロールバックマラリア運動のビジョンとして、マ

ラリアの重圧から解放された世界というものがあ

ります。マラリアは寄生虫の病気で感染した蚊に

よって伝染するそうです。毎年３～５億件のマラ

リア病者のうち３００万人が死亡しその大多数が

５歳未満の幼児です。 

蚊帳によってマラリアによる死亡率を５０％以上

削減できます。蚊帳は１帳８００円で蚊帳募金は

上記１回、下期１回、各クラブを回られます。 

ロールバックマラリアは、国際ワイズメンズクラ

ブが、国際赤十字や国連と効果的なパートナー

シップを持つ事で力を発揮しているそうです。 

尚、泉Y’sは古切手の回収も年２回行っています。 

蚊帳募金、古切手の回収ご協力をお願い致しま

す。 

１１月の誕生日、結婚記念日祝いを行いました。

ありがとうございます。 

杉山將己Y’sから皆様へ、お礼のご挨拶がありまし

た。最愛のお母様をなくされ、別離の悲しみの深

さが心に染みました。 

最後に前原会長の閉会点鐘で終了となりました。 

  鎌野 泉 

 １１月１９日 ＡＭ８：３０東山荘 出発

（雨）の中、途中沼津サービスエリアにて若林

Y’sコメット２名と合流、新東名を奈良に向

かって走行、森町：刈谷サービスエリアにて休

憩：名阪高速針サービスエリア（１４：３０）

車内でコメット・みなちゃん・けいちゃんの接

待で時間を忘れ奈良クラブさんと合流道案内を

して頂く。石舞台古墳・キトラ古墳を見せて頂

く、いずれも先人たちの古代生活の創作を想像

して見るに思いがあり、感動。 

宿泊先かつらぎの森に到着（１８：００） 

引き続き、懇親会へ奈良クラブ前田会長様挨拶：

名古屋東海浅野会長様挨拶：御殿場クラブ前原会

長挨拶並びにお土産（バナー）差し上げ、名古屋

東海会長の乾杯で始まる：奈良クラブ１７名/名

古屋東海９名/御殿場クラブ１４名コメット２

名。 

懐石料理にお酒も加わり和やかに進み、名古屋区

東海５０周年記念事業参加のお願い、堀口所長東

山荘交流会のお願いなど色々ありました。 

参加者全員の自己紹介、若林コメットみなちゃん

のカワイイ挨拶もありました。ラストに本日司会

進行役の濱田さんのはからいにより、もう一人逃

げ回っていた、コメットけいちゃんの挨拶で全員

終了。本日サプライズ奈良クラブ・林出しげ子

Y’sによるマジックショー。失敗するかもしれま

せんと言いながらもなかなの手捌きで感動しまし

た。最後に御殿場クラブ例会卓話に出張してとお

願いしてしまいましたが笑っていました。御殿場

クラブ野木さんによる一本締めで終了。（２１：

００） 

翌日、葛城高原ロープウェイにて、眼下に奈良盆

地を望みながら、山頂へ紅葉の先に辺り一面霧の

中、山頂駅から徒歩にて山頂へ重い足を引きずり

ながら登る。金剛山、奥吉野、生駒山系を見えな

いので想像して見てくださいと、濱田さんこれに

こりず、機会があれば次回に登ってください、素

晴らしい景色ですよとおっしゃっていました。

（９：５０〜１３：００）お昼を食べる。かつら

ぎの森に戻り解散式、次回の再会を楽しみに名古

屋東海、奈良クラブの皆さんとのお別れ。次にコ

メットさん希望の奈良公園シカの飼育に：南大門

も見学。（15：００〜１５：３０）  ２日間奈

良クラブの皆さんに数々お手数をおかけしまし

て、案内通していただきありがとうございます。

帰りのバスの中、皆さん登山でさぞお疲れの様子

でぐったりお眠りかと、思いきやまたまたコメッ

トさん二人の接待のおかげで楽しく過ごせまし

た。お疲れ様でした。（２１：５０分到） 

今回ドライバー山本様の安全運転にて帰京出来ま

した。 

Ｂ Ｆ だ よ り 
 

２０１６年１１月３０日集計分 

何十年ぶりかで１１月に雪に見舞われて…大

慌て！スタッドレスを履いていましたか？ 

不順な天候…メンバー及び家族の皆様はいか

がお過ごしですか？ 

不要になったものを再生する機能を十分に発

揮して？当クラブではプルリング（プルタブ）

や使用済み切手の収集を心がけています。 

 今月は残念ながらメンバーからの提供はあり

ませんでした。 

 なお、１１月１８日・小山町の福祉協議会に

プルリング２８００グラムをお届けました。 

手紙が来たら先ず切手を切って・ジュースや

ビールを飲んだら先ずプルリングを・・・合言

葉に収集を！！ 


