
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  
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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  11月27日(月) 熱海後楽園ホテル 

沼津クラブ  11月8日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   11月14日(月) 暖香園ボウル 

三島クラブ  11月22日(火) ホテル昭明館 

下田クラブ  11月16日(月) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 11月24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 11月10日（木）YMCA東山荘 

富士クラブ  11月9日（水)ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 11月22日(火) パテオン 

２０１６年１１月度例会プログラム 

 
時間     2016年11月10日（木）18時30分 

場所     東山荘  

受付   稲葉Y’s、鈴木Y’s 

司会   金光 京子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 稲葉 久仁子Y’s 

９ マラリア撲滅キャンペーン 
泉Y’s     

国際交流事業主査 

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  21,020 BF活動切手      0pt 
出席者   21名   コメット  1名 ｽﾏｲﾙ累計 712,520 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    4名 ゲスト  0名 YMCA基金  4,217 累  計      0pt 

出席率  84％ ビジター  0名 YMCA累計 288,359     
修正出席率  100％ 出席者合計        22名       

１０月例会報告 

１１月お誕生日おめでとう 

３日 杉山 宏一ﾊﾟｰﾄﾅｰ 12日 杉山 早苗ﾒﾈｯﾄ 

３日 大和田 節子ﾒﾈｯﾄ 19日 鈴木 千代子Y’s 

８日 鎌野 泉Y’s     20日 田代 泉Y’s 

10日 若林 久美子Y’s   30日 杉山 將己Y’s 

１１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 

 
 

体のともし火は目である。目が澄んでいれば、あな

たの全身が明るいが、濁っていれば、全身が暗い。

だから、あなたの中にある光が消えれば、その暗さ

はどれほどであろう。 マタイによる福音書6章22節 

 

杉山 聰子 

 

先日、私が講師の

資格をとったばか

り で、開 催 し た

「笑い文字ありが

とう講座」記念す

べき第一日目の生

徒さんから、受講

の次の日に「あり

がとう神様」小林正観の本を紹介していただき

ました。 

「笑い文字」というのは２年前岡山県の廣江ま

さみ先生が発案した文字です。文字の中に「満

面の笑み」がある字で、目にした誰もが「に

こっ」笑顔になってしまうという愛くるしい字

です。私は、この「笑い文字」に魅了され「あ

りがとう」の字を教えることが出来る講師にな

りました。その生徒さんから紹介された「あり

がとうの神様」の中におもしろい事が書いてあ

りました。 

「ありがとう」の語源は、「有り難し」。神や

仏が「あり得ないこと」を起こしてくれた時

に、神、仏を賞賛する言葉として「ありがと

う」「有り難し」「有り難い」という言葉が存

在したそうです。 

「ありがとう」は神様への感謝の言葉 

私達は、人に対して「ありがとう」を使ってい

ますが下界から「ありがとう」が聞こえてくる

と神様は、その人の「ありがとう」の回数を、

自分への賞賛として、カチカチと、カウントし

ているようです。 

「ありがとう」には神様が宿るそうです。 

「ありがとう」と、一日何回言っていますか？ 

Ｂ Ｆ だ よ り 

２０１６年１０月３１日集計分 

富士山に初冠雪の便りもありましたが、

肌寒い鬱陶しい毎日です。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、井田伸太郎ワイズが５００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、１０月１９日・小山町の福祉協議

会にプルリング３６００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！ 

「ありがとう」とご家族、お友達、

出会った人たちに、心込めて口に出

し て 言っ てみ ません か？本 によ る

と、心のこもった「ありがとう」を

後２万５０００回言うと、嬉しく、

楽しく、幸せな奇跡が起きはじめる

らしいですよ。 

そ し て「笑 い 文 字」の「あ り が と

う」も添えて頂けたら、嬉しいな。 
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 東山荘の奉仕作業  １０月例会報告 

杉山 將己 

 １０月１５日（土）１０時より午前中の予

定で、例年開催されている東山荘の奉仕作業

がおこなわれた。 

 ２０１９年度に東山荘をメイン会場として

の〔全国椿サミット〕が開催される予定であ

りその準備として、東山荘の入り口付近ある

いは荘内や、東山湖周辺に数多くの椿の植栽

が予定されています。 

 御殿場ワイズメンズクラブとしても、創立

３０周年記念事業として、椿の植栽をお手伝

い（１５本）させて頂く事になっています。 

 今回の奉仕作業は、椿の植栽を予定してい

る、東山湖の南側の信号機から東山荘入り口

までの、約７０メートル程の法面の整備を計

画。事前に芹澤植木さんと打ち合わせをし、

残す樹木と伐採する樹木の仕分けをして置き

ました。 

 作業開始時間の１５分前には、三島クラブ

の鈴木忠雄ワイズを始め、三島クラブの皆様

や堀口所長たちが、やる気満々で既に作業に

取り掛かっていました。 

 一旦手を止めて頂き、作業内容と残す樹木

(紅葉、椿、青木、ツツジ)の説明をし作業開

始する。まずは、太い落葉樹を鎌野ワイズに

抜倒してもらう、作業現場が急な法面の為、

足場が悪く難儀をしながらの作業でした。 

 予定時間を２０分程超過し全て終了。大変

ハードな奉仕作業でしたが、素晴らしくきれ

いに整備された事に感謝をしたいと思いま

す。お疲れ様でした。 

 奉仕作業終了後、バーベキュー場にて〔や

きそば、おにぎり、豚汁〕をおいしくいただ

き、疲れを癒して解散致しました。大変ご苦

労様でした。 

 参加者は三島クラブより４名、御殿場クラ

ブより前原会長を始め、鎌野、堀口、長田尚

弥、高杉、山本、稲葉、渡邊、芹澤、金光、

若林+コメット２名、杉山（真代）、杉山

（將己）以上１３名+コメット２名、東山荘

職員４名 総勢２３名の参加でした。 

鈴木 千代子 

 １０月１３日（木）若林Y’ｓの司会で始ま

りました。１０月９日の本館献堂式以来の場

所での例会です。会長の点鐘ワイズソング、

ワイズの信条そして堀口Y’ｓの聖句「若者は

幻を見 老人は夢を見る」との事ですが，年

を重ねてもいつまでも夢を追い求める。そん

な人生が送れたら良いですね。 

９月２４日の大雨にたたられた、ふれあい広

場への多数の皆様の参加について前原会長よ

りねぎらいの言葉がありました。 

食前感謝は杉山將巳Y’sでした。今年の大雨

で御殿場でもまだ稲刈りができていない所も

あり、稲穂は芽が出てしまうという事を話さ

れた後、美味しい食事をいただきました。 

卓話は「土に還る木 森づくり」活動をされ

ている小松豊様が来て下さいました。 

広岡浅子さんと御殿場の繋がりやテレビ小説

の浅子さんと実際の浅子さんとの違い等話し

て下さいました。 

１０月の誕生日は３名そして結婚記念日の方

は４名で、結婚して４５年、４７年、４９

年、５１年という方達です。おめでとうござ

います。 

小松豊さんは今月誕生日、結婚記念日にも該

当しなかつた為、このままワイズの会に入っ

て下さいと言う声もありました。 

この後、前原会長の閉会点鐘で終了となりま

した。 

高橋 啓子 

 今回は北海道の異常気象や台風被害等によ

り収穫や運送経路に重大な被害を受ける事と

なり納品が順調に進まない中でのじゃがいも

ファンドのスタートでした。 

 例年通りにゆかない数々の問題に直面する

度に鎌野Y’sのお力でクリアしてゆくことが

できました。 

しかしじゃがいもの納品については絶対的に数

が調達できない事となりました。十勝ワイズの

担当の方も恐縮しておりました。 

 そこでやむなく皆様の協力のもと、注文数の

減量をお願いし、１４６箱という大量の数を何

とか減らす事ができました。 

そんな中当日を迎え、穏やかな秋晴れでひと安

心。杉山將己Y’sは以前からの予定を奥様に変

わりをお願いし例年のように場所やお茶を提供

していただきました。 

 商品の入荷が運送の都合で前日の１５日

（土）になり、鎌野Y’sが「一人で大丈夫！」

と言われていましたが、杉山將己Y’sが東山荘

の作業の後、かけつけ二人で頑張っていただき

ました。 

 当日には、前日入荷のお陰で、すぐに分配作

業に入る事ができました。注文数を読み上げる

人、次々にパレットに積み込む人達。鎌野Y’s

のフォークリフトの見事なハンドルさばきで、

積み込み作業が順調に行われました。 

大量注文については東山荘で用意してくれたト

ラックで配送し大助かりでした。又、若林Y’s

のご主人と二人の子どもさんも参加され、小さ

いからだで重い箱を一生懸命運んでくれまし

た。例年より早く、午前中の内に終了する事が

できました。お疲れさまでした。 


