
  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」   

 

  ４月例会 

 ４月11日(火)18:30～ 

 ニューウエルサンピア沼津 

           司会：菅 沼Y’s 

 開会点鐘          会 長 

 開会の言葉         長谷川Y’s  

 ワイズ信条＆ソング       小 林Y’s  

 会長挨拶          会 長     

 誕生日・結婚祝い  

 食前の言葉                泉 Ｙ‘s 

 卓話『IＢＣハイデラバードクラブ訪問記』 

       長谷川Ｙ’ｓ ＆ 小林Ｙ’ｓ 

 各委員会報告 

 出席率・スマイル報告    

 閉会の言葉                大 村Y’ｓ 

 閉会点鐘          会 長 

2017年 ４月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

                今月の聖句 

 あなたがたは、髪を編み、金の飾りをつけ、服装をととのえるような外面の 

 飾りではなく、かくれた内なる人、柔和で、しとやかな霊という朽ちることの 

 ない飾りを、身につけるべきである。 これこそ、神のみまえに、きわめて 

 尊いものである。            ペテロの手紙 第3章3～4節 

                                            Ａｐｒｉｌ     

                   ♪   HAPPY      BIRTHDAY  ♪ 

                                  該当者 ありません 

♪Ｈａｐｐｙ  Ｗｅｄｄｉｎｇ     Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ  ♪ 

                                    ８      日     小林       隆Ｙ‘ｓ 

                                 ２３日     大村 貴之Ｙ‘ｓ 

  今月の卓話『ハイデラバードクラブ訪問記』 

2月に長谷川ワイズと小林ワイズがＩＢＣ・インドハイデラ

バードクラブを訪問いたしました。ハイデラバードクラブは沼

津クラブより歴史が古く、今年創立60年を迎えました。インド

訪問記、どんな話が聞けるか楽しみです。 



                                     

   沼津ワイズメンズクラブ ３月例会報告 

２月はいつもＴＯＦ例会ですが、沼津クラブは５０周年記念例会開催の為、３月例会を

沼津ＹＭＣＡセンターでＴＯＦ例会と致しました。５０周年例会の報告、反省などを含め、

次の目標に向かって今後のことを話し合いました。例会終了後は２月に入会された杉谷

美砂ワイズの歓迎会を場所を移動して『串屋』にて行いました。 

   富士山部国際・交流事業主査として         沼津クラブ  泉 文雄 

          「ロールバックマラリア」「ＢＦ切手収集」ありがとうございました。 

過ぎ去った時は早いもので今期も残すところ２か月余りとなってしまいました。事業主査の役が回っ

てきたとき、簡単に「はいよ」って引き受け後で青くなりました。前々年度沼津の渡邉実帆ワイズが

やっていたことを思い出しました。各クラブにちょくちょく顔を出し、各種献金のお願いに回っていたこと

を「遊びに行くでもないのに良く行くよ」って。しかし引き受けたからにはやるしかないし、まあいいか！って事でスター

ト。７月、１１月と各クラブをまわり、継続されたロールバックマラリアの献金と使用済み切手収集のお願い、そして２月

には切手回収にすべてのクラブをまわりました。ご協力有難う御座いました。２月に間に合わなかったクラブは、来年

度に回してください。今年の結果ですが沼津、富士、三島、御殿場の４クラブより収集いたしました。日本切手２，３８

５ｇ、外国切手０，４㎏金額にして１，８３１円でした。送料が８７２円かかりプラス９５９円です。 

＊各クラブから集めた切手は沼津クラブＢＦ委員長の山野ワイズに再検、分別をして頂きました。山野ワイズにも

感謝しております。切手は切り方などありますので次年度も各クラブ担当者が責任を持ってお願いしたいと思いま

す。 

＊昨年度よりＢＦ切手は主査が取りまとめて業者に送るようになりましたので、各クラブ担当者はご理解いただい

た上、御協力をお願い致します。次期富士山部国際・交流主査は三島クラブの鈴木忠雄ワイズです。引継ぎを

しておきます。宜しくお願い致します。 

       熱海ワイズメンズクラブ 2月、3月例会・・・合計3名の入会式が執り行われました。      

2月に続き、3月も熱海クラブ例会に参加させていた

だきました。熱海クラブは2月2名、3月1名の入会者

があり、富士山部ＥＭＣ主査の御殿場クラブ杉山ワ

イズと共に2ヶ月続けての参加となりました。いつの間

にか私の歌う「ＡＭＡＺＩＮＧ ＧＲＡＣＥ」アカペラ

で入場する入会式が富士山部内に定着しつつあり、とても嬉しく、色々な事に用いられることにも感謝、入会式が

あるたびに各クラブにお邪魔するのが楽しみになっています。 

親クラブである熱海クラブは、今年度3名の入会者を迎え、ノルマ達成!!素晴らしいです。今期もあと2ヶ月と少し、

富士山部内の他のクラブも頑張っているようですので、勝ち負けではありませんが、良いことは見習いながら、負け

ないように頑張りたいと思います。ちなみに2月は熱海警察署長さんの卓話、3月は熱海市在住の日本画家坂本

武典先生の卓話、とても楽しく拝聴いたしました。4月の例会もすごいゲストとお聞きし、お邪魔させていただく予定

です。入会式は無い様ですが・・・残念？！！どこのクラブでもお呼びがかかれば、予定を調整しできるだけお伺

いしてご一緒にお祝いさせて頂きます。ご遠慮なくご連絡下さい！          記事 渡邉実帆 

    ＣＳ写真コンテスト     締め切り迫る！！    応募期間 2017年４月1日～４月30日 

対象写真       2016年５月～2017年４月末までに撮影されたＣＳ活動を題材とした写真。Ａ

４光沢紙等で提出をお願い致します。プリントでの提出の場合は六つ切をＡ４用紙

に張り付けて提出して下さい。応募写真には必ず、コメントを添えてください。 

応募資格    東日本区所属の各クラブ。クラブメンバーおよびメネット、コメットが撮影したもの。ク

ラブ単位で応募してください。各クラブ5作品まで。                        

詳細お問い合わせ先⇒地域奉仕事業主任 加藤博（熱海グローリークラブ）090-1860-7626      サンプル画像↑ 



ＩBC インド・ハイデラバードクラブ     ビジェイさんよりお便りを頂ました。 

Dear Hasegawa San,  Greetings from Hyderabad. 

This is regarding the Japan East Regional Convention - 2018 to be held at Numazu. 

You have invited us to come to Japan to attend the Convention. 

We are planning to come to Japan in 2018.  

Please suggest what is the best time? 

I think you all will be very busy during the Regional Convention. 

Can we come in October - November, 2018? 

Please clarify.About 4 to 6 Persons OK?  Please convey my Greetings to all our friends. 

All the best for your Meeting on 11th April,2017. 

Regards,  VJ. 

 

  私の旅物語⑤海外編（1月号の続き）          ＩＢＣ・ＤＢＣ副委員長 平野正文 

シンガポールは日本の淡路島ほどの小さな国ですが、その中身は大変に充実しています。狭い国土ですので住民の８０％が高層

ビルの公団住宅に住んでいるというのは頷けますが、海辺の埋め立てはま

だまだ続いていて、各地で開発が進んでいる様子も窺えました。多民族

国家であるがゆえに何よりもそのシンガポール発展の原動力になっていく

のは若い世代であると考え、国全体で徹底した公用語英語による教育

を中心とした人材育成を大変に重視しているためか、最高学府のシンガ

ポール国立大学が世界でも学力トップクラスの大学になっているとのこ

と。優秀な多くの若者がアメリカ・イギリス等の英語圏の大学に留学して、

戻ってからは国家の中心人物となっているようです。これからも国際都市シンガポールの発展は計り

知れないものです。 

市内の中心地区には数多くの高層ビル、マリーナベイサンズ、植物園、そしてサファリパーク等があり、

シンガポールを訪れた観光客にとっては老若男女、家族で楽しめる場所をあげたら枚挙にいとまが

ありません。有名なナイトサファリの会場で観光客に出身国を尋ねたら、その９割がインドと中国とのこ

とでした。世界中からの観光客のために、フードコートでの食事は洋食・和食、中華、インド系、マレー

系そしてイスラム教徒の誰でもが楽しめるものがどこでも揃っていました。そして物価・食事の値段も

日本より少し安いものでした。観光立国シンガポールの面目躍如たるものを感じました。今回は３泊５日という日程の旅でしたが、

近未来における理想的な国家の姿を垣間見たような思いがしました。アジアの国々を一か所に集めたような印象もありますが、まだ

シンガポールに行っていない方は一見の価値があると思います。ぜひ次の海外旅行の候補に入れてみてください。 

  沼津クラブ活動状況 (報告＆今後の予定） 

  報   告 ：  3／ 4  (火)  3月例会 沼津ＹＭＣＡセンター&歓迎会(参加：渡邉・大村・泉・杉谷・平野・山野・菅沼） 

                  3／21（火） 3月役員会 沼津ＹＭＣＡセンター（出席：渡邉・大村・長谷川・泉・相磯・菅沼） 

                  4／ 1  (土） 富士山部エクステンション準備委員会  熱海ＹＭＣＡセンター（出席：渡邉実帆）  

             4／ 3  （月） 沼津クラブ 区大会準備委員会（出席：大村・渡邉・長谷川・泉・相磯・菅沼） 

             4／ 6  （木）  熱海ＹＭＣＡ臨時総会  熱海ＹＭＣＡセンター （出席：長谷川）    

今後の予定 ： 4／17  (月)  4月役員会 沼津YMCAセンター 19：00～ 

             5／ 9 （火）  5月例会 ニューウェルサンピア沼津   卓話：沼津高専 藤本校長先生 

             5／15 （月）  役員会 沼津ＹＭＣＡセンター 

             5／21  (日)  第３回富士山部会 熱海YMCAセンター 

             5／27  (土)  故竹内敏朗 熱海ＹＭＣＡ理事長「お別れ会」  熱海ＹＭＣＡセンター 

             6／ 3   (土）～6／4   (日） 第20回東日本区大会   場所：ウエスタ川越   

             7／21 （金）～7／23（日） アジア太平洋地域大会   場所：チェンマイ（タイ） 



 在 籍 者  18  名    スマイル ￥   5,000    

 出 席 者    9   名  スマイル累計 ￥  90，5００ 

 ゲスト・ビジター   1  名    BF現金 ￥    0 

  メイキャップ   1   名   YMCA基金 ￥    ０ 

 広義・功労会員    3   名  出 席 率      66％ 

編集後記：毎年4月初めに原地区バイパス沿いで夜店が出て、桜祭りが行われますが、今年は固いつぼみの中、その上雨の

中の開催だったようで残念でした。『入学式』今では関係なくなってしまいましたが、桜吹雪の中桜色のコートを着て子供の入学

式に参加したことを思い出します。新入生はそれぞれ希望を胸に入学したことでしょう。学問も新生活も頑張ってほしいですね。 

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  №２２         泉 文雄                                                 

今月は私の家族の事を少し書かせて頂きます、現在の我が家の構成は私・妻・次女・ミニチュアピン

シャ『ルル』＝次女の犬（メス１６歳）・ヨークシャテリア『チビ』私の犬（メス５歳）・ノラ猫『しろ』＝妻の猫

（オス年齢不明）寝る時も此のチームで寝ています。以上３人＋３匹ですが、毎週末になるといっきに

３名が加算されます。長女＆娘婿＆孫（琴７歳）とても賑やかになります。犬・猫・私はいつも避難しま

す。良く「孫は目に入れても…」と言いますが、とんでもありません。琴は３歳からゴルフを習っています。

「将来お金をザクザク貰えるプロゴルファーになる」と夢を見ています。その時私はもう息をしていない

かも？ですが。最近はレディースティーから回るのですが、９０後半で回っています。私が負ける事も。

今月はＰＧＭ世界ジュニアの関東②地区で優勝、決勝出場を決めました。（世界大会に一歩進ん

だかな）４月２２日～２３日の茨城美浦ゴルフの決勝が待ち遠しいです。                        先日の大会にて ↑                      

琴ちゃんお金ザクザクよろしく！！←ジジ馬鹿？            来月号に続く 

＊インターネットによる申し込み先 

https://amarys-jtb.jp/ys-east2017/ 

＊ファクスによる申し込み 

      FAX 049-241-3492  

 申込締切日 4 月 15 日（土）  

  ～ＹＭＣＧゴルフツアー最終戦～ 沼津クラブゴルフコンペご案内 

  日にち：５月１７日（水曜日）８：００集合 ８：２６スタート 

  場 所：沼津ゴルフクラブ  ＴＥＬ：055-921-0611 

  料 金：プレイ代12,960円（キャディ・食事代込） 

      朝7時から8時の間に到着の場合は無料朝食サービスがあります 

          大会エントリー料金 3,000円（賞金・豪華パーティー 罰金有り天上1,000円） 

http://numazu-ys.jp

