
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３６５号      １０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  10月24日(月) 熱海後楽園ホテル 

沼津クラブ  10月11日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   10月10日(月) 暖香園ボウル 

三島クラブ  10月18日(火) ホテル昭明館 

下田クラブ  10月19日(月) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 10月26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 10月13日（木）YMCA東山荘 

富士クラブ  10月12日（水)ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 10月25日(火) パテオン 

２０１６年１０月度例会プログラム 

 
時間     2016年10月13日（木）18時30分 

場所     東山荘  

受付   稲葉Y’s、鈴木Y’s 

司会   井田 伸太郎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 若林 久美子Y’s 

９ 卓話  

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  1名 ｽﾏｲﾙ報告  25,500 BF活動切手      0pt 
出席者   24名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計 691,500 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    1名 ゲスト  0名 YMCA基金  2,593 累  計      0pt 

出席率  96％ ビジター  0名 YMCA累計 284,142     
修正出席率  100％ 出席者合計        25名       

９月例会報告 

１０月お誕生日おめでとう 

２７日 長田  和子Y’s  ３０日 鎌野  洋子ﾒﾈｯﾄ       

３１日 大和田 浩二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 

 
 

使徒言行録２章１７節 

若者は幻を見、老人は夢を見る。 

 

 鎌野 泉  

 前職からの退職から５年目になろうとする時期、だんだん

体に今までにない衰えが感じられるこの頃、本来退職したの

だから第二の人生のんびりと毎日をすごせば良いと思うので

すが。実際には理想通りにはなかなかいかないのが現実、今

まで体を動かしていたものが動かなくなると今現在でも各部

分の高齢化が進み初めていると感じている今日この頃、今年

は大腸がんポリープ切除 難聴で耳が聞きとれない、人の名

前が浮かばないなど、体内部にも異変が出始めなおさら身体

を休めるとこの先どうなるかと考えます。よくテレビ報道の

なかで、東北の高齢者インタビューで長生きの秘訣は自分の

身体にあった、無理をしない労働をしていくことが大切と

言っているのを見て、自分でもまだまだここで今の状態を保

ちまだまだ長く生きたいと、少なくても病気入院生活はした

くないと思います。あと何年続くかわかりませんが、できる

限り今の生活を守って行きたいと感じるこの頃です。 

体力の続く限り・身体を動かそう。（痴ほう症薄防止） 

 東山荘より                                                      

   

 構想８年、2007年の東山荘将来計画検討委員会の答申を踏まえ、東山荘新生委員会の協議、募金

委員会も100周年記念募金委員会（１次募金：4,159万円）と100年募金委員会（9月末２次募金：

8,192万円）の２つの委員会を経てリーパー記念ロッジ、ネイチャーセンターの建設。５・６号館内

装改修。ABCD浴槽内改修（職員による）。３・４号舘内装改修職員によるを終え新本館の建設を

持って今回の東山荘改修工事を終えることができました。 

   新本館の建て替え場所については６つの案

が出されましたが、結局は100年前の本館の

跡地に新本館が100年の森を包むように建て

られました。この新本館は食堂からも講堂、

会議室からも森の木々の緑が窓一杯にに広が

り朝日と夕陽の時間は緑の光の国に変化しま

す。是非ご覧にお越しください。 

堀口 廣司 

  

 お知らせ  
 

ホームページに御殿場クラブの

ページが追加されました。 
 

東日本ワイズメンズクラブ→ 

Bulletin→御殿場クラブで見ること

ができます。 

 

過去のブリテンはこちらです 

 ↓    ↓    ↓ 

御殿場クラブのWEBサイト 

http://gotenba-ys.jimdo.com/ 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


 富士山部部会に参加して 

 

 台南クラブ訪問＆ 

 ワイズメンズクラブ国際大会in台湾  

Ｂ Ｆ だ よ り 

２０１６年９月３０日集計分 

御殿場市ふれあい広場・豪雨で雷が…また富

士山部会のご参加ありがとうございました。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、若林久美子ワイズが６００グラム・

前原末子ワイズが３２００グラムのプルリング

を持ってきてくださいました。 

ありがとうございました。 

 なお、９月２６日・小山町の福祉協議会にぷ

るりんぐ３５００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！ 

                芹澤 次子 

 今月は、毎年恒例のバーベキュー例会を９月

８日（木）東山荘バーベキューハウスに於いて

開催されました。 

当日は台風１２号の余波であいにくの天候でし

たが、参加者２４名で開催されました。司会は

長田和子Y’sでした。前原会長の点鐘で始まり

聖句は、堀口所長による、コリントの信徒への

手紙で「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。教会での礼拝後に牧師さんが皆に「完全な

人になれるように・・・」お祈りしてくれると

の解説があり、食前感謝では山本Y’sから“沢

山のおいしい食べ物が用意されています。。。

（多くの差し入れも含め）皆さんで楽しんでい

ただきましょう”との発声で始まりました。 

勝又Y’sからの差し入れのお赤飯がおいし

い！！と大満足の声があちら、こちらから聞こ

えてきました。宴も終盤を迎える頃には出席者

全員の一声があり、各々がこの夏のできごとや

すごし方等々の発表がありました。中でも杉山

将己Y’sが２～３日前に手を怪我され禁酒！！

（１日だけ？！）していたので今日のお酒は美

酒！！との言葉に皆さん大爆笑でした！ワイズ

の仲間だから楽しい一時を共有できたん

だ・・・そんなことも感じたバーベキュー例会

に感謝でした。 

前原会長の閉会点鐘で終了となりました。 

 

山本 光子 

 

 羽田からエバー航空にて松山空港到着、鄭

さんが迎えに来て下さり新幹線にて台南駅へ

会長の蘇さんや他の皆様の熱烈歓迎を受け、

一路会員の持つレストランへ向かいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大勢でにぎわう活気のある店内、気さくで楽

しい台南Y’sのメンバーとコラーゲンたっぷ

りの鍋料理や、精のつきそうな品々をいただ

きながら、言葉やお米のこと教育のことなど

いろいろな話、そして食べて飲んでと楽しい

夜が二晩続き、なんだか台南の街に溶け込め

た様な気が一瞬しました。台南クラブの皆さ

ん、楽しい時をありがとうございました。 

 台南は台湾で最初の首府が置かれた街。一

番に案内してもらった所が、国立成功大学の

キャンパス内にある、ガジュマルの木でし

た。あの有名な【この～木何の木、気になる

木】のこの木なのです。昭和天皇が皇太子の

時、自ら植樹されたとか、とても大きくて立

派で感動しました。次は赤崁楼（チーカンロ

ウ）、オランダが統治していた時の城塞跡、

赤レンガのお城だったそうです。そしてその

前に【鄭成功の記念碑】がありました。この

人はオランダ軍を成敗した人、オランダや日

本が統治、そして鄭成功と歴史そのまんま、

台南は古都の風情を漂わせる街でした。 

 台北国際大会は、圓山大飯店にて開催され

ました。参加人数は約800名、内台湾が半数

の約400名、日本は名簿では188名の参加と

なっていました。私達も８月５日から大会に

参加（１０ＦＡ 会員維持）その後台湾茶の

もてなしを受け、楽しいひと時を過ごしまし

た。翌日半日観光は北投温泉、日本の統治時

代に温泉保養地として開催された所、源泉池

の地熱谷、温泉博物館を見学、そして夜はＥ

ＸＰＯドームにて晩餐会、世界のワイズメン

が一つになり安心し誰にでも話せる様な雰囲

気の中、美味しい食べ物と歌や踊りその他、

いろいろな催し物がいっぱい、楽しい夜は続

きました。前の日の晩餐会の後九份へ、最後

の晩餐会の後は、桃園へ行き先住民が経営す

るレストランで、台北や香港のワイズメンと

楽しい交流ができました。最後に国立故宮博

物館へ行き美術品の数々を見ました。これら

の多くは古代の皇帝により集められた高品質

な品々だとか、その中に日本の佐藤栄作夫妻

寄贈の唐三彩の像が展示されていて、ちょっ

とびっくりしました。でも台湾のお宝はすご

いなと関心しながら、５日間のたびはここで

終わりとなりました。案内役の鄭さんのおか

げで、国際大会と台湾を満喫させていただき

ました。本当にありがとうございました。 

 ９月例会報告 

 金光 京子 

 

 ９月２５日、富士市樟泉閣にて第３９回富

士山部部会が開催されました。 

第一部は講演会。「青少年の現状とこれか

ら」富士市教育委員会青少年相談センター長

丸山和彦氏の講演でした。次世代を担う健康

な青少年を育成するために、日々の活動につ

いてお話して下さいました。第２部は富士山

部会。ホストクラブの富士クラブ増田会長の

御挨拶で始まりました。来賓祝辞は小長井富

士市長、利根川東日本区理事。利根川理事の

お話では、会員増強１０００名目標、定款の

改定の意義、ＪＡＦより東山荘へ１０００万

円の寄付、東西日本区理事会の交流会を新東山

荘で開催の予定とのお話でした。続いて、前年

度の表彰があり、伊東クラブ久保田直前部長を

始めとして関係者に感謝状が授与されました。

この後休憩をはさみ三日市浅間神社社殿前にて

出席者全員で集合写真を撮りました。 

第三部は懇親会。初めに、県立吉原高校筝曲部

による演奏がありました。筝曲部は１００年近

い歴史があるそうで、１０月２０日島田市で開

催される県大会に向けて練習に励んでいるそう

です。琴の音は趣のある日本の音色でした。懇

親会が始まり、食前の感謝、乾杯。 

担当クラブ、東日本区各事業主任のアピールタ

イム。参加クラブ紹介と続きました。なんと、

御殿場クラブは１６名参加。他クラブ中でもつ

とも多かったのです。美味しい食事も頂き、富

士山部歌を斉唱して、富士山部次期部長の挨拶

で閉会となりました。 


