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 第 ３ ６ ９ 号       ２ 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  2月27日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  2月14日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   2月13日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  2月21日(火) ｱﾓｰﾙ･ｴﾃﾙﾉ･ﾘｵ 

下田クラブ  2月15日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 2月22日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 2月9日（木）YMCA東山荘 

富士クラブ  2月8日（水)ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 2月28日(火) パテオン 

２０１７年２月度例会プログラム 

 
時間     2017年2月9日（木）18時30分 

場所     ＹＭＣＡ東山荘  

受付   稲葉Y’s・鈴木Y’s 

司会   杉山將巳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 鈴木千代子Y’s 

９ 会員ショートスピーチ  

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  21,300 BF活動切手      0pt 
出席者   21名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計 793,820 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    3名 ゲスト  0名 YMCA基金  3,390 累  計      0pt 

出席率  84％ ビジター  0名 YMCA累計   299,003     
修正出席率   96％ 出席者合計       22名       

１月例会報告 

２月お誕生日おめでとう 

１９日 長田 晴美ﾒﾈｯﾄ   ２７日 山本 美優子Y’s 

２４日 杉山 真代Y’s   ２７日 岩田 郁代  Y’s 

 

２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 

 
 

 東西日本区交流会 

 2月4日（土）5日（日)東西日本区交流会が東山荘に

て行われました。くっきりとした富士山と新本館でお迎

えすることができました。日本全国と台湾から370名の

参加がありました。3日の前泊では「星空のふじさんぽ」

を開催し、参加者15名が満天の星空を楽しみました。

4日10時からは希望者が「カヤの実ホイッスル」作成を

楽しみました。 

 14時の開会式では実行委員長 田中博之氏の開会

宣言、来賓挨拶に続いて東西理事の挨拶がありまし

た。続いて所長が東山荘の歴史を紹介し記念撮影と

なりました。その後、9つの交流プログラムに分かれダン

スや音楽を楽しみ、メネットやLT/LD、IBC/DBCでそれ

ぞれ交流することができました。 

 夕食は体育館にて懇親会が行われ、実行副委員長
遠藤通寛氏の挨拶に続きお楽しみプログラムとして「全

日本東西対抗ワイズ合戦」としミュージックタイム、ダン

スタイム、抽選会と大いに盛り上がりました。会場を本

館1階食堂に移しての「フェローシップアワー」では地区

別に6か所に分かれそれぞれ交流することができ、富

士五湖クラブ望月副会長のトーク「雲の上の支配人35

年間」にも多くの参加があり、皆興味深く聞き入ってい

ました。 

 2月5日（日)は6時30分の早朝ウォークに始まり、朝

食後には和やかな雰囲気の中日曜礼拝が持たれまし

た。10時より最後であり、メインのプログラム「ワイズと

YMCA今後の期待」をテーマとした前アジア・太平洋

YMCA同盟総主事 山田公平氏の講演と石巻広域ク

ラブと熊本にしクラブの「被災地レポート」を聞きワイズと

して何をすべきか考えることができました。DBCIBC集結

式に続いて東西日本区大会アピールで盛り上がり点鐘

となりました。 

 再会を誓いながら昼食をとり、それぞれ帰路につきま

した。御殿場クラブでは駐車場案内、お出迎えをはじ

め、細やかな対応をしていただき、ありがとうございまし

た。 

堀口廣司 

いまだかつて神を見た者はいません。わたしたち

が互いに愛し合うならば、神はわたしたちの内に

とどまってくださり、神の愛がわたしたちのうち

で全うされているのです。 

（ヨハネの手紙 ４章１２節） 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


下田クラブ訪問  ３クラブ合同例会報告  

稲葉久仁子 

2016～2017年度、富士山部第２回役員会、評議会が

2017年1月15日富士市樟泉閣に於いて開催され、御殿

場クラブから前原会長、杉山会員増強主査、鎌野副会

長、山本書記、稲葉会計の5人が出席しました。 

開会に先立ち、熱海グローリー会長の谷口さんを忍ん

で黙祷が捧げられました。 

菊地富士山部書記の司会で増田富士山部部長の挨拶が

ありました。各クラブの新年例会に楽しく参加させて

いただきました、との後に2016年度～2017年度後期

半年報のお話があり、2016年7月1日会員数190名で、

2017年1月1日会員数190名で増減なしとなりましたが

このあと入会予定者が数名いらっしゃるとのお話で、

とにかく会員増強には皆様のお力をお借りしたい旨力

強く話されました。 

前期事業報告で杉山将巳会員増強主査から4名の新入

会員があった旨報告がありました。 

〈友人知人同伴キャンペーン〉のお知らせ 

2016年12月～2017年3月まであり、参加賞の用意が

あります。皆さん頑張りましょう。各クラブの前期活

動報告があり、その後審議事項。 

1）2017年度富士山部役員案承認の件 

2）2018年度富士山部長（次次期部長）承認の件 

3）2016年度CS基金配分案承認の件 

4）東日本区定款見直しに関する富士山部の姿勢につ

いて 

5）東日本区定款見直しに関する件・・・等が承認さ

れました。 

御殿場クラブでは地域奉仕主査に金光京子Y’S、次期

クラブ会長は鎌野泉Y’Sです。 

Ｂ Ｆ だ よ り２０１７年１月３１日集計分 

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、鈴木千代子ワイズが４００グラム・芹澤次

子ワイズが２５００グラム・また若林久美子ワイズが徳風園・

平成の杜の入所者や職員の皆様と共に３０５０グラムのプルリ

ングを持ってきてくださいました。使用済み切手を鈴木千代

子・金光京子両ワイズが届けてくださいました。ありがとうご

ざいました。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！！イン

フルエンザが流行っています体調管理にはくれぐれもお気を付

け下さい！ 

富士山部 第二回役員会、評議会 杉山博恵 

 １月８日、河口湖町で積雪４３ｃｍを記録

し、同日の日本一の量だったそうです。その

寒さが残る中、５０人を超えるワイズメンが

集い、沼津・三島・御殿場の三クラブ合同例

会が、美人会長三人の点鐘により、開会。 

恒例のワイズの信条、ワイズソング、会長挨

拶と会は進み、お楽しみの食事は、温かさが

少し残り、この寒さの折には有難かったです

ね。そして、仲間との会話も弾み、美味しさ

も倍増！次は卓話です。今回はＶＯＩＣＥ 

ＣＵＥ ＦＭみしま、かんなみ代表取締役の

杉山喜徳様の「常識を信ずることなかれ」と

いう演題でした。  

まず、コミュニティＦＭの概要、特定地上

基幹放送局のお話、同放送がＦＭイルカから

始まり、1995.1.17の阪神淡路大震災をきっか

けに全国に広がったとの事。そもそもライフ

スタイルの中でのラジオはどのようなもので

あるか？これに対しては「皆さんはラジオを

家の中で聴いていますか？車の運転中に聴い

ていますか？両者共に何人の人は視聴経験は

おありでしょうか？現在ラジオは車の付属部

品と同じようにオプションの時代ですよ。家

の中でラジオを聴くためにも、わざわざ機材

を購入しなければいけないのです。というわ

けでラジオは絶滅危惧種なんですよ。」そー

か。と納得。 

次に続く、日常の思わぬところに”話の宝”

が転がっている。当たり前、固定観念の打破・

常識は必ずしも正しくはない。世の中、言葉が

乱れている。小学校６年の時の担任の言葉、目

から鱗だった話（イソップ物語『ウサギとカ

メ』の話を聞いた子どもが「なぜカメはウサギ

を起こしてあげなかったの？」これは、びっく

り。発想が柔軟ですね）。どれも皆、勉強にな

るお話でした。 

まとめとして、「常識を信ずること勿れ」～

固定観念を押し付けてはいけない。これは、

「固定観念を持ち続けていると、視野が狭くな

り、広い目で物を見れなくなるからですよ。」

と教えていただきました。最後に防災ラジオと

してのＶＯＩＣＥ ＣＵＥの取り組みをお話し

いただき、20周年の記念事業、新規レギュラー

番組の立ち上げ『学校においでよ』（仮題）に

おいて、地域で子ども達を守っていく取り組み

として、また、熊本地震の際、校歌を聴いて”

心が安らいだ、落ち着いた”という声を耳にし

て、小中学校の校歌を集めた番組の作成をする

予定と伺い、完成した時に是非聞かせていただ

きたいと思いました。 

会も終盤となり、各祝いのセレモニーが行わ

れ、スマイル・YMCA基金・出席率の報告があ

り、前原会長より閉会の言葉をいただき、３ク

ラブの会長による点鐘で会が閉じられました。 

井田 伸太郎  

 去る１月１８日に標記下田クラブ新年例

会にお邪魔しました！富士山部長の公式訪

問で富士山部三役も参加されました。 

他に親クラブの伊東クラブから飯島会長と

１名、御殿場クラブからは富士山部会員増

強主査の杉山将己・高杉寿徳・堀口廣司・

井田伸太郎ワイズの４名で下田クラブは現

在１０名のメンバーです。しかし２名が休

会で実質８名１名欠席、７名の出席。杉山

将巳主査の挨拶で「わが御殿場も一時メン

バーが７名となりそのうち東山荘所長と元

所長で実質５名の陣容。その折りに私はク

ラブ解散を主張しましたが存続と決まりメ

ネットの応援を頂いて例会を細々と続け、

その時の田代泉会長やメンバーの方々のお

骨折りで旧メンバーの故木村朗元富士山部

長を再度口説いて？会員になってもらっ

て、前原末子会長を誘いそして木村・前原

コンビで現在の陣容に復活！現在は熱海

（４０名）伊東（２８名）に迫る２５名を

数えています。ですから下田クラブもあら

ゆる手段を行使してV字バランスを期待し

ます」と話されました！ 

例会会場は下田ベイクロシオで海岸に面

した高台に位置しさぞロケーションが良い

と思いますが残念ながら夜のため沖合に船

の明かりのみ。 

 新年例会に相応しいお料理に舌鼓を打

ち、最後は一人ひとりが「至福の時」でひ

とこと…映画のDVDをヘッドホンで観賞・

誰にも邪魔されないでゆっくり酒を飲む

時…など等それぞれが話され閉会点鐘でお

開きに！ 


