
  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」   

 

     １２月例会 

 １２月１３日(火曜日) 18：30～ 

  ニューウエルサンピア沼津  

          司 会：相磯優子Y’s  

    ☆☆☆プログラム☆☆☆ 

     開会点鐘・・・・・・・渡邉実帆 会長 

   開会の言葉・・・・・・大村貴之 Y’s 

   ワイズの信条&ワイズソング・・菅沼道子Y’s 

     会長挨拶・・・・・・・渡邉実帆 会長 

   ゲスト・ビジター紹介・渡邉実帆 会長 

   ちいさなクリスマス「讃 美 歌」全員で 

   食前の感謝・・・・・・小林 隆 Y’s 

     卓話・・・・・・・・・杉谷美砂 様 

   誕生日／結婚祝い 

   出席率 スマイル報告 

   閉会挨拶・・・・・・・長谷川等 副会長 

   閉会点鐘・・・・・・・渡邉実帆 会長 

 

2016年 12月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

         ～今月の聖句～ 

 彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼

子のいる場所の上に止まった。学者達はその星を見て喜びにあふれた。家に入っ

てみると幼子は母マリアと共におられた。 

 彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬（もつやく）を

贈り物として献げた。          マタイによる福音書2章7節～11節 

           Ｄｅｃｅｍｂｅｒ           ♪   HAPPY      BIRTHDAY  ♪ 

                7     日  大村貴之メネット     沸子さん 

                      ９     日     藤森泰行メネット    美智代さん 

                      １１日     渡辺      周 

                      １６日      曳田     卓 

                     １９日   小林     隆メネット     真弓さん 

                      ３０日       渡辺   周メネット     弘子さん 

           ♪Ｈａｐｐｙ  Ｗｅｄｄｉｎｇ      Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ♪ 

                                                                   該当者なし 

卓話者紹介 

杉谷美砂さん  母子保健コーディネーター 

５月に沼津市保健センター内に設置された

『マミーズほっとステーションぬまづ』にご

勤務。ママたちの相談を受けて支

援したり、産前産後のサポートや

産後のケアも行っている。三島ク

ラブ杉村ワイズのご紹介です。 



 沼津ＤＢＣ（彦根・京都トップス）クラブ訪問に同行して・・・。  

             三島クラブ 杉村勝巳 

 沼津クラブのＤＢＣクラブ訪問に、私もご同行させていただきました。

１１月８日（火）レンタカーで皆さんと楽しく沼津を出発しました。運転

手は泉ワイズ、私は後部座席で大山ワイズと昔話に花が咲いてしま

い運転を代わることもできずに申し訳なく感じました。機会があれば、

皆様にお抹茶一服お点てしたいと茶道具を持参していましたら、泉ワ

イズより「是非、彦根クラブのメンバーに一服点てていただきたい。」と言われ、とてもとても嬉し

い気持ちになりまして、例会の最中、お茶会をさせていただきました。お茶を通してお話をする機

会にも恵まれ楽しい時間を過ごすことができました。 

 次の日には、彦根のメンバーの方に地域の観光へご案内いただきました。歴史ある地域を

勉強いたしました。この場をお借りしまして感謝いたします。また、京都トップスクラブの例会にも

夕方より参加いたしました。５０名以上の若者中心のクラブで構成されていて、とても活気があ

りました。私は、恐れ多くも河合会長の横へと着座させていただくことになり、とても緊張いたしま

した。卓話は、福祉や社会保障制度についてであり、私も福祉に携わっていることからとても勉

強になりました。帰りは、泉ワイズに箱根の自宅まで送っていただきました。深夜、満点の星が空一面に煌々と照っ

ていまして、「杉村君、星がきれいだね～。」と泉ワイズの一言に、「はい、きれいです。」と上を見上げて答えました。

旅の最後に「きれいだな～。」で終えられたことが、幸せに感じました。沼津クラブの皆様、ご一緒させていただき誠

にありがとうございました。 

 

 

 

             11月例会報告 

 ＜移動例会 ＤＢＣ彦根クラブ&京都トップスクラブ訪問＞ 

11月は移動例会としてブラザークラブの例会に参加。8日（火）に彦根ク

ラブ、9日（水）に京都トップスクラブ。8日午後１時頃ニューウエルサンピアか

ら泉ワイズの運転で出発。参加者は沼津クラブより、渡邉会長、泉、長谷

川、小林、大山の５名と三島クラブより杉村ワイズの計６名。 

午後５時頃彦根びわこホテルに到着。私たちの宿泊に合わせて彦根クラブも例会場を急遽変更して下さり、

感謝申し上げます。卓話は林会長が浅田次郎原作の「柘榴坂の仇討」をテーマに言葉巧みに語ってくださいま

した。例会中に三島クラブの杉村ワイズが茶道具持参で登場、彦根クラブのメンバーの為に富士山の湧水でお

点前をして、抹茶をふるまってくれました。和やかな例会が終了し、小林ワイズだけ米原から新幹線で帰途につきま

した。 ９日（水）朝、渡邉会長と泉ワイズはトップスメンバーとの交流のため、一足先に彦根を発ち、長谷川、杉

村、大山の３名は林会長、島野ワイズ、岩崎ワイズの案内で安土へ向かいました。彦根近辺を方々案内していた

だき、近江八幡駅で彦根クラブメンバーに別れを告げ、ＪＲ、地下鉄を利用して３人はウエスティン都ホテル京都

に着きました。京都トップスクラブの例会は６０名位の出席で沼津の周年記念アピールと彦根シャトークラブ周年

アピールもあり、大変にぎやかな例会でした。 例会終了後、２１時過ぎホテルを

出発、１０日午前１：３０に帰沼。往復長時間運転し

てくれた泉ワイズには本当に感謝です。大変充実し

た２日間の移動例会に参加でき、とても嬉しかった

です。彦根クラブ、トップスクラブの皆さまありがとうご

ざいました。          記事 大山                  

 



        

 

 

☆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』報告 

 11月23日（水・祝）第1回日本語スピーチコンテストを開催いたしました。50周年記

念事業ということで、計画した予定人数は15名。残念ながら参加が少なく5名。それで

も5名も参加してくださったことに感謝。初めての事業で、宣伝がうまく行かなかったこと、

予定していたことがなかなかうまく進まず、かなりの苦戦でしたが、当日は増田富士山

部長、栗本次期東日本区理事、青木利治富士山部ＣＳ事業主査にも審査員として参加していただき、粛々と

開催できました.出場者はパキスタン、台湾、モンゴル、マレーシアの方々、壇上にワイズの万国旗を飾り・・・流石ワ

イズメンズクラブ国際協会、すべての国旗ＯＫ！と思いきや、残念ながらモンゴルの国旗がなかった。（汗）モンゴル

の国旗を是非追加お願いしなくては。1~3位の方には2月18日（土）ニューウエルサンピアでの記念例会にて賞

品贈呈、今後に繋がる国際交流ができることはとても嬉しいです。来年は早くから準備に取り掛かりたいと思いま

す。                                                           報告 渡邉 

    ＜50年の思い出⑤＞ 中田 成    チャータメンバー・功労会員 

 青木君が健康な時代、自分の土地の一部に新たに建築をし、１階を児童図書館としてワイズに提供なさり、何

時でも夜間はクラブの会場として利用できるのも有難いことである。沼津ワイズの根拠地の提供を計画し、実行な

さって逝かれた青木君には限りない感謝を捧げ続けていきたい。 

 楽しかった昔話を語るのは年寄りの独り舞台。うさぎ年はここらでひと眠り。来年は５０周年。３０周年は離島で派

手に騒いだし、韓国のブラザークラブから大勢の参加もあった。今回はどんな大会になるか楽しみである。メンバー

が少し足りないのが気になるが頑張っていこう。これは会長のモッ

トーの前半の『温故』になってしまったね。知新はこの次だ。「俺？ま

だまだ達者だよ！」まだまだ続く 初代会長中田成  

←島野ワイズと手前岩崎ワイズ  「３０周年記念例会の写真」⇒ 

沼津センターにも飾ってありますが、これは彦根クラブの島野ワイズが１１月例会

に持ってきてくださった写真です。 

                      ＜今後のクラブ・富士山部の予定＞ 

１２月１９日（月）１２月役員会 

１月１０日（火） 沼津・三島・御殿場３クラブ合同例会  部長公式訪問 ニューウエルサンピア沼津 

１月１５日（日） 富士山部 役員会 評議会（富士） 

１月１６日（月） １月役員会 沼津センター        

２月４日（土）～５日（日）  東西ワイズ交流会 ＹＭＣＡ東山荘     

２月１３日（月）  ２月役員会 沼津センター 

☆２月１８日（土）  ５０周年記念例会 ニューウエルサンピア沼津 

受付 １０：３０  開始  １１：００  終了予定  １５：００     

 



 在 籍 者  17  名    スマイル ￥  10,000  

 出 席 者    6   名  スマイル累計 ￥  66，5００ 

 ゲスト・ビジター   0   名    BF現金 ￥    0 

  メイキャップ   6   名   YMCA基金 ￥    ０ 

 功労会員    3   名  出 席 率     85％ 

編集後記： あっという間に12月。半期が過ぎ、50周年の記念例会まで2ヶ月となりました。ひとつの区切りです。その後は次年

度の区大会が控えております。みんなそれぞれの気持ちを胸に新しい年を向かえます。「温故知新、そして躍動」躍動までまだ

いっていないのですが、頑張らなくては。 

 沼津クラブホームページご案内   http://numazu-ys.jp   E-mail: mail@numazu-ys.jp    ブリテン・広報担当委員 

       ドライバーのつぶやき  №１８        泉 文雄                                                 

①国際交流事業主査泉文雄として各事業のお願い②沼津クラブ５０周年記念例会実行委

員長としてのご案内等 上記２つの目的を持って富士山部各クラブを１０月末から回っています。

熱海・熱海グローリークラブ合同、１１月は、御殿場・伊東・三島・下田・富士宮を回り、残すは富

士クラブ（１２月１４日）此れにて①の上期ノルマ達成。後は２月中にＢＦ（切手）を頂くために訪問

させて頂き、事業主査としての大体の自分の役目終了って事かな？１１月ＤＢＣの彦根・京都トッ

プス両クラブ訪問（１１月８日～９日）両クラブの心温まる例会に出席できた事感謝致します。彦

根観光・ゴルフにお付き合いして頂いた両クラブの友に感謝。１２

月４日伊東クラブのゴルフに参加、小人数のコンペでしたが、１２月としては最高の

お天気、富士山が素晴らしく見えていました。私の住んで居る家から毎日見てい

る富士山と違うんですよ、ゴルフそっちのけ、携帯の写真機能フル活用。この景色

是非皆さんに見ていただきたい。 

 私の旅物語③   IBC DBC副委員長 平野正文 

平成２７年３月のＪＲダイヤ改正で沼津から宇都宮まで乗り換えなしで上野東京ラインの列

車を利用することができるようになり大変便利になりました。熱海からはその先の黒磯までの電車

も利用できます。終点の宇都宮まではおよそ４時間の乗車ですが、少しお金を出して、グリーン

車を利用（休日料金で７８０円）すればゆっくり・快適にその時間を過ごすことができます。もちろん

宇都宮からは簡単に日光へも足を延ばすこともできますが、青春１８切符を有効利用して今回

は同じ栃木県内の小山で途中下車して両毛線に乗り換え、日本初の学校と言われている足利学校がある足

利市へ向かいました。歴史の授業で習った場所を実際に訪れるというのはとても嬉しいものです。足利駅から歩い

て１０分というアクセスのよい場所にあることは事前に調べていましたが、ローカル線の旅をする時には大変にありが

たいことです。この諸説ありますが平安時代初期に創設された足利学校は中世の最高学府です。一度は衰退

しましたが１５世紀に上杉憲実によって再興された歴史があります。その教育の中心は儒学（論語）と易学でした。

現在でも孔子廟や学校門が残っており、昨年「近世日本の教育遺産群」に指定をされました。 

団体旅行では訪れることが難しいところはまだたくさんあります。忙しい日常に追われて見

逃している日本の伝統や歴史の奥深さを自分の目で確かめる旅をぜひ始めて見てくださ

い。時刻表と地図と何よりも「青春１８きっぷ」が新しい世界に導いてくれますよ。次回は日

本を飛び出して、シンガポールへ行きます。(To be continued) 

他クラブメイキャップ：平野/山野ワイズ⇒11/15三島クラブ：相磯/大村ワイズ⇒11/28熱海クラブ 

      泉国際交流主査⇒11/10御殿場クラブ 11/14伊東クラブ 11/15三島クラブ 11/16下田クラブ 

       11/22富士宮クラブ 

http://numazu-ys.jp

