
THE SERVICE CLUB OF THE YMCA 

AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS 

The Y’s Men’s Club of Gotemba  

 第 ３ ６ ４ 号       ９ 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  9月26日(月) 熱海後楽園ホテル 

沼津クラブ  9月13日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   9月12日(月) 暖香園ボウル 

三島クラブ  9月20日(火) ホテル昭明館 

下田クラブ  9月21日(月) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 9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 9月8日（木）YMCA東山荘 

富士クラブ  9月14日（水)ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 9月27日(火)ｸﾘｽﾀﾙﾎｰﾙ『パテオン』 

２０１６年９月度例会プログラム 

 
時間     2016年9月8日（木）18時30分 

場所     東山荘 バーベキュー場 

受付   稲葉Y’s、鈴木Y’s 

司会   長田和子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 山本光子Y’s 

９ バーベキュー  

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 
(ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

 2名 
 1名） 

ｽﾏｲﾙ報告  20,000 BF活動切手      0pt 

出席者   20名   コメット  2名 ｽﾏｲﾙ累計 666,000 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    5名 ゲスト  2名 YMCA基金  4,480 累  計      0pt 

出席率  80％ ビジター  0名 YMCA累計 281,549     
修正出席率  100％ 出席者合計        27名       

８月例会報告 

９月お誕生日おめでとう 

 １日 杉山 平太郎ﾊﾟｰﾄﾅｰ ２４日 芹澤 利雄ﾊﾟｰﾄﾅｰ  

２２日 杉山 博恵Y’s      ２７日 勝又 貴恵子Y’s 

２４日 小野 麻利子Y’s           ２８日 堀口 廣司Y’s 

９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 

 
 

国際・交流事業報告 

コリントの信徒への手紙二     １３章１１節 

終わりに、兄弟たち、喜びなさい。完全な者になり

なさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさ

い。平和を保ちなさい。そうすれば、愛と平和の神

があなたがたと共にいてくださいます。 

 

 国際・交流事業主任 太田勝人（東京世田谷）

（１）「ワイズメンズクラブ国際協会第７２回 

国際大会」にて、東京クラブー京都キャピタルク

ラブー台北アルファクラブの“トライアングル

IBC”が田中博之アジア・太平洋地域事業主任の

立会いの下、厳かに締結され、全員から大きな拍

手を頂いてスタートいたしました。今後益々の交

流とご発展を皆様と共に祝福いたします。東京ク

ラブの比奈地会長はじめ皆様、おめでとうござい

ます！（写真参照）（２）同国際大会の期間中、

西日本区森田国際・交流事業主任と協働して「外

国のクラブから日本のクラブに対してIBC締結を

希望するクラブ」を記入してもらいました。    

                                                               

 

 

 8 月 4 日（木）～7 日（日）、台湾、台北

市で 開催された国際大会は、参加総数800名

で盛大に開催されました。国別では、日本か

らの参加者が 186名で、台湾に次ぎ2番目に多

い参加でした。うち、東日本区からは88名の

参加がありました。世界全体では、残念なが

らメンバーが減少しているものの、韓国では 

10,000 名に達しようとしていることや、ジュ

ネーブの本部に勤務する西村 隆夫国際書記長

が、オフィスをタイのチェンマイに移すな

ど、状況に合わせた対応がなされています。  

 

 国際大会報告 

 東山荘より 
 

          

期 日  2016年11月29日（火）各コース8:00スタート(予定) 各組40分前に集合願います。 

場 所  富士カントリークラブ ～登録有形文化財（第22-0185号）～ 

〒412-0024 静岡県御殿場市東山2472 

TEL 0550-82-1616 FAX 0550-82-4555 

定 員  80名(4名×20組 先着順に申し受け第２報をお送りします) 

参加費  １７０００円/名（事前にお振込みをいただきます。）  

      ＊プレー費、昼食、パーティー代、事務局費を含みます。  

      ＊富士カントリークラブメンバー様はお値引いたします。 

      振込先 スルガ銀行 御殿場駅支店（普）159153 口座名「日本YMCA同盟 東山荘」  

 

～第２回チャリティーゴルフのご案内～ 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


        渡邉 芳子 

 ８月７日恒例の御殿場夏祭りに大勢のメン

バーが出席してくれました。 

芹澤ワイズの着付けで浴衣姿の台湾のお二人

が呼び込み、販売と花を添えてくれました。

若林ワイズのコメットさん達も大声でカレー

の呼び込みをしてくれて、かわいい声に惹か

れ、楽しくて和やかで、カレーの売り上げも

上々でした。若林さんのパートナーもテント

の設営から片付けまでメンバーと一緒に協力

してくださいました。 

メンバーも今回手作りの品をたくさん出して

下さって、高橋ワイズは市販されていた帽子

を買ってわざわざほどいて作ってみたという

綿の帽子。芹澤ワイズは長年作ってきたデコ

パージュでお花をプリントしたポーチ。博恵

ワイズは同じデコパージュで彩られた石鹸。

勝又ワイズはたくさんのあんみつ。 

売上は３万以上になりました。売上も有り難

いですが夏祭りに合わせて手作りで奉仕した

いと頑張ってくれた気持ちに感謝します。 

カレーも去年食べて今年もと富士から来てく

れた女性が最後の一食となり、リピーターが

増えたことも今年の収穫でした。 

最後に台湾の留学生に着ていた浴衣が若林ワ

イズからプレゼントされ、大喜びしていまし

た。 

 8月例会報告 

 

 会長をお受けして２ヶ月になります。 

Ｂ Ｆ だ よ り 

２０１６年８月３１日集計分 

台風の迷走？参りましたね……その後メン

バー及びご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、芹澤次子ワイズが５００グラムのプ

ルリングと使用済み切を持ってきてくださいま

した。 

また、東山荘でワイズのブリテンを担当して

くださっている横山幹さんがプルタブを届けて

くださいました。ありがとうございました。 

 なお、８月１２日・小山町の福祉協議会使用

済み切手２４０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！！ 

熱中症にはくれぐれもお気を付け下さい！ 

 

 

稲葉 久仁子 

 

 2016年8月11日（木）18:30東山荘に於いて８

月の第１例会が行われました。７月の初例会は

沼津・三島クラブとの合同例会となりブケ東海

三島で開催されましたので久しぶりの東山荘

は、我が家に帰ったようなホッとする気分で和

やかに開催されました。 

 井田Y’sの司会で始まり、前原会長の点鐘が

鳴り響きました。 

 堀口所長の聖句では、傷害を持った人達に触

れられ、本人が罪を犯したからでも、両親が罪

を犯したからでもない、この子がいるから頑張

れるというお話があり、今パラリンピックを迎

えて健常者より努力をされている姿に接し頭の

下がる思いがします。 

 会長挨拶ではY’s世界大会出席の為夏祭りに

出席できず皆さんご苦労様でしたと感謝の言葉

がありました。また訪問した台南クラブに大変

歓迎していただいた事、来年の４月には台南ク

ラブの５０周年記念例会に出席しましょうとお

話がありました。 

 食前感謝では野木Y’sから“めぐまれている

時代にわがまませず感謝していただきましょ

う”と言葉があり東山荘のおいしい料理に舌づ

つみを打ちました。台湾留学生の通称顔さんと

椄さんから自己紹介がありアルバイトを５０種

類経験しながら日本語を勉強しているとの事、

流暢な日本語で話されました。丁度Y’s世界大

会が台北で開かれた事もあり、山本光子Y’sの

台湾報告のプロジェクターを懐かしげに見られ

ていました。 

 ８月の誕生日は芹澤次子Y’sです。何歳？の

報告はありませんでしたが、ハッピーバース

デーを大きな声で歌ってお祝いしました。 

前原末子 

 ７、８月と目まぐるしく過ぎました。 

合 同 例 会 を 始 め、各 ク ラ ブ の       

初例会に出席させて頂きました。 

御殿場クラブからいつも沢山の人が出席して 

他クラブの方々から大変喜んで頂きました。 

御殿場クラブからの他クラブへの多人数の出

席は本当に心強く安心感と共に感謝の気持ち

でいっぱいです。 

８月３日からは台湾の国際大会に出席しまし

た。 

５月２４日、御殿場の３０周年記念式典に台

南クラブから４人出席して下さり、そのお礼

も兼ねてこちらも４人で出席させて頂きまし

た。台湾まで一緒に行って下さった３人の

方々に御礼申し上げます。 

暑い中を本当にありがとうございました。 

その間に徳風園のお祭りのお手伝いや、御殿

場の夏祭りのカレー販売と台湾の留学生の浴

衣の着付け、祭りの支度や片付けと本当に大

変だったと思います。 

こうして皆さんに支えられながら１年間が無

事に過ぎる事を願っております。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 結婚記念日のお祝いは山本光子Y’sです。

来年は金婚式を迎えられるとの事、拍手でお

祝い！おめでとうございます。最後に高橋啓

子Y’sからジャガイモファンドについて去年

はたくさんの注文をいただいたので今年も頑

張りましょうとお願いがありました。 

 木村Y’sの閉会の言葉を受けて、前原会長

の閉会点鐘で終了となりました。 

 

 ８月御殿場夏祭り参加報告 暑い夏の一日は熱い気持ちで終了しました。   

お疲れ様でした。 

 

 

 

 
 ありがとう 

  ございました! 


