
  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」   

 

５月例会プログラム 

    ５月９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        大村Y’ｓ 

 ワイズ信条＆ソング      相磯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          藤本 晶 様 

 各委員会 報告 

 出席率・スマイル 報告    

 閉会の言葉               長谷川Y’s  

 閉会点鐘         会 長 

 

2017年 5月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

            今月の聖句 

  愛には偽りがあってはなりません。 

  悪を憎み、善から離れず、兄弟愛をもって互いに愛し尊敬を持って 

  互いに相手を優れたものと思いなさい。   

              ローマ人への手紙 12章9節～10節 

     May         ♪   HAPPY      BIRTHDAY  ♪ 

                                          6     日       杉谷      美砂 Y’s 

                                          9     日        菅沼     道子 Y’s 

♪Ｈａｐｐｙ  Ｗｅｄｄｉｎｇ     Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ  ♪ 

                                      5     日        大山 晴康  Y’s 

                                           9    日        相磯優子   Y’s 

                                         11  日       稲田 精治  Y’s 

今月の卓話 「長所を伸ばせ！好きなことから始めよう」      

                     藤本晶 沼津工業高等専門学校長  

プロフィール  昭和26年10月京都市左京区生まれ。昭和47年3月奈良

工業高等専門学校電気工学科卒業。同年4月立石電機（株）（現オムロ

ン（株）入社 発光ダイオード，半導体レーザの開発に従事。 その後通産

省工業技術院電子技術総合研究所にて研究員。オプトエレクトロニクス研

究室研究員。IｎGaAsP半導体レーザで短波長世界記

録達成。その後もMEMS素子の開発に従事する。平成4

年オムロン㈱退社後、和歌山高専に赴任、米国コーネル

大学研究員、長岡技術科学大学客員教授、平成27年4

月から沼津高専校長として赴任。 



         4月例会 報告          

                       4月例会に、2月に一緒にインドに行き「ハイデラバードクラブ60周年記念例会」にオ

ブザーバーとして参加した、大村保二沼津市商工会会長会長ご夫妻、友人の佐

藤宏さん、沼津西RCクラブ、鈴木博行さんが出席してくださいました。元フジTVの渡辺

清行さんは都合がつかず残念ながら欠席。インド・ハイデラバード訪問は皆さん初めて

で、サプライズ（歓迎）サプライズ（歓迎）の4日間でした。小林Y’Sが作成した、パワー

ポイントの写真にそれぞれが感想を語りながら訪問時の楽しかった思い出と、滞在中お

世話いただいたビジェイさん他、ハイデラバードクラブメンバー

の方々に皆様感謝の意を語られました。また熱海クラブより栗

本次期東日本区理事、大川書記、次次期の東日本区宮

内理事（東京サンライズクラブ）もご参加くださいました。メン

バーの出席人数よりゲストビジターの数が多く、ちょっと情けな

い例会となってしまいました。来期は目標出席率１００％！！メ

ンバー『一人一人の意識と努力と協力』をもって頑張りたいと思います。                                                      

         ＜NPO法人熱海YMCA臨時総会＞ 

4月6日（木）熱海YMCAにて、NPO法人熱海YMCA臨時総会が開催されました。沼津クラブか

ら、相磯、稲田、長谷川氏の3名が出席し、竹内理事長ご逝去に伴う、理事・理事長の選任を行い

ました。 

新理事には、青木義美、森重男、（熱海クラブ）久保田康正（伊東クラブ） 

第4代理事長＝森重男（熱海クラブ） 副理事長＝鈴木道夫（熱海クラブ） ・ 長谷川 等（沼津クラブ） 

理   事＝藤間孝夫（再任、熱海Gクラブ）・牛田俊夫（再任、伊東クラブ） ・青木義美（新任、熱海クラブ） 

       森 重男（新任、熱海クラブ）  

監  事=稲田精治（再任、沼津クラブ）                          

 沼津クラブ活動状況 (報告＆今後の予定） 

＜報告＞ 

4/17 (月)4月役員会    沼津YMCAセンター 19：00～ 

5/1(月）役員会(区大会関係） 沼津YMCAセンター 19：00～ 

＜今後の予定＞ 

5/9（火）5月例会 ニューウェルサンピア沼津  

5/13（土）富士山YMCAグローバル・エコ・ビレッジ  

     開設１０周年感謝会  １１：００～１４：００ 

5/13（土）東京たんぽぽYサービスクラブ15周年記念例会 

        於：東京YMCA山手コミュニティセンター 

5/5（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）～4(日）第20回東日本区大会 場所：ウエスタ川越   

6/10（土）～１１（日）第２０回西日本区大会 場所：熊本 

7/21（金）～7/23（日）アジア太平洋地域大会 チェンマイ 

＜DBC京都トップスクラブチャリティゴルフコンペに参加＞  

        4月18日（火）滋賀カントリー倶楽部 

DBC京都トップスクラブ河合会長よりゴルフコンペの連絡を

頂き、ＥＭＣ・ＦＵＮＤ合同チャリティーコンペ、３日前に急きょ

参加登録して、行ってきました。場所は滋賀県甲賀市（滋賀

カントリ-倶楽部）片道４時間。前日の雨も止み遅咲きの桜

が満開の中のゴルフ。京都トップスのメンバーとＥＭＣにつな

がるであろう仲間総勢３０名。トップスのパワーに圧倒された

感じでした。表彰式では今日のチャリティーゴルフコンペの

説明が河合会長よりあり、関心致しました。沼津でもと思い

ますが、とてもチャリティーとまではいかないようです。ゴルフを

一部のメンバーしかやらないから？なんて思いますが。（非公

式では年２～３回実施しています）帰りもまた４時間。疲れま

したが、とても充実した交流ができた事に感謝致します。トッ

プスクラブメンバーは13名、ゲストビジターは17名の参加で

した。                報告 泉              

京都トップスクラブ河合会長と渡邉会長   全員集合写真 



世界遺産への旅①姫路城     IBC DBC副委員長 平野正文   

 １８８３年の秋、私が当時勤務していた高校の修学旅行の引率教員とし

ての立場で初めて姫路城を訪れてから早、３４年の年月が経ちました。当

時の印象としては「スケールの大きなお城」ということしか記憶に残っていな

かったのですが、先日「平成の大修理」が終わってから２年ほど経ってはい

ましたがようやく再び訪れる機会がありましたので、その様子を報告します。 

日本初の世界文化遺産に登録されたのが１９９３年のことですからもう２４

年ほどの時が過ぎているのですが、天を突くように威風堂々とそびえるその圧倒的な姿を

求め、日本国内だけではなく世界各地から多くの人々がやってきていました。５月の連休の

最中ということで城の入り口にたどり着くまで約１時間の行列、そこからさらに天守閣の入り

口にたどり着くまでにさらに１時間３０分の行列、混雑することは覚悟してきましたが、強い日差しをまともに受けての

行列にさすがにうんざりもしましたが係員の指示に従って誰も文句も言わずに並んで、その時が来るの期待して、

ひたすら耐えていました。  

姫路城の象徴である漆喰壁はさすがに美しいものであり、大天守を支える東西２本の大柱、歴代城主の歴史を

物語る鬼瓦・軒丸瓦など戦いへの知恵を秘めた美しい仕掛けは確かに見ごたえがありました。ただ重要文化財に

指定された多くの土塀の一部の白漆喰が汚れてきているのが気になりました。あと数年もしたらこの白さも失われて

いくのかなと思います。日本には多くの人に愛されている城がいくつもありますが、この世界に誇る姫路城の大きさ・

美しさをまだ経験していない方がいれば是非早めに行かれることをお勧めします。 

 「今後のユース事業を考える」      富士山部ユース事業主査 井上睴英（富士ワイズメンズクラブ） 

 ワイズの信条にあります「青少年のためにYMCAに尽くそう」の言葉に従い、ユース事業があるわけ

ですが、現時点で我が富士山部に於いてはユース事業自体の必要性に疑問を感じるものは私だけ

でしょうか。Y３Eクラブのある部や都内の各クラブはユース事業とYMCAとの関連での各々の事業は

上手く熟されているようですが、富士山部の各クラブにおいてはどうでしょうか。それぞれがユース事業

でなく行われているように私には見えます。CS事業の一部としてなされているように見えます。そこで富士

山部に於いては今後ユース事業の存在をどのように機能させていくか検討しなければならないと思い

ます。富士山部各クラブでのその存在は異なりますが、部としての今後の方向性を再考せねばならな

いと考えます。熱海YMCA、東山荘、富士山YMCA朝霧エコビレッジ、山中湖YMCA等、富士山部地域にYMCA施設

が多くありますが、それぞれを今後どのようにワイズの信条に従い各事業をこなしていくか再考せねばならない時期ではないか

と考えます。 

 50周年思い出話 ～番外編～『恥ずかしい話』  中田成(チャーターメンバー） 

沼津にワイズを作ろうと二人で候補者を考えた。青木君は実に多くの候補者、新顔を案内してくれ

た。沼津生まれだけに入れ替わり新顔を連れてきたものだ。私は東京赤坂見附の生まれで、沼津に

は一人も知人がいない。東京ワイズの会長の後藤君は一色主事と二人で開会時刻よりも早く来て

時には常議員も案内してくれた。リーダーズダイジェスト社長の植栗文夫氏は、その晩は中田の家

に泊まってもらい、翌朝には中田の会社の社員に話をしていただいたこともあった。翌朝は食事だけで駅まで送って終わり。今

考えると「中田はひどいやつだ」と思われていたかもしれない。顔が赤くなる。それ程当時は無我夢中だったんだ。 

＊中田さんの思い出話は出来る限り、続く限り、載せていきたいと思っております。 中田ワイズや故青木ワイズ、故高橋ワイズとの50年

間の思い出がおありになる方、また沼津クラブの50年に関して一言でも記事を寄せていただければ嬉しいです。 どなたでも大歓迎。 

                 E‐mailあて先: mail@numazu‐ys.jp  ファクス、手紙は沼津クラブ会長宛お願いします。 

  インビテーションキャンペーン始まる！！ 2017年5月1日～2018年4月30日 

  ～例会に知人、友人を招待しよう！自クラブ例会への出席のみが対象です。～ 

 栗本次期理事(熱海クラブ）の「広げよう ワイズの仲間」のスローガンのもと、各部に 

 エクステンション委員会が設置され、会員増強事業が強化されます。頑張りましょう！ 



 在 籍 者  18  名    スマイル ￥   16,500    

 出 席 者   10   名  スマイル累計 ￥  107，0００ 

 ゲスト・ビジター   8  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      68％ 

編集後記：今期もあと2ヶ月足らずとなりました。気がついたら、立夏を過ぎていて・・・暦ではもう夏なのですね。先月号をアップ

しましたら早速メールで何通かお便りを頂き、皆さんいつも読んでくださっているのですね。感謝！嬉しいですね。相変わらずの

んびりの沼津クラブ(私だけかもしれない）ですが、しっかりしなきゃ !と奮起しています(記事の為に？）これからも頑張ります。   

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

      ドライバーのつぶやき №23          泉 文雄                                               

五月！ゴールデンウイーク突入。しかし今の会社はカレンダー通り、１日２日と出勤。通勤時間が約２０分近

く楽チンでした。「アリガテ～けど俺も休みて～」が本音です。今期のワイズ活動も今月来月で終わりになり

ます.５０周年と言う行事が無事終了と思いきや、来期はもっと大変な行事を「沼津」は抱えております。区大

会です。しかしクラブで受けた以上少数クラブではありますが、メンバー全員で乗り切る覚悟です。 

東日本区大会について生意気とは思いますが、個人的な意見を述べさせて頂きたいと思います。２日間の

行事これを１日でやることが出来ないのか、メインを１日に凝縮しその他はオプションとすれば、会場費その他多くの経費が削

減され、登録費自体も安くなると思います。高いから行けないと言う声も多々聞こえてきます（日帰りになればもう少し参加人

数も増えるのではないでしょうか）何の為の？誰の為の？大会か。。。 

沢山書きたいのですが書面では書ききれません。大勢のご意見を聞きたいと思ってお

ります。ご意見のある方は私にご連絡して頂ければ、意見交換をしたいと思っておりま

す。ご連絡お待ちしております。泉文雄 Email:fumioizumi0021@yahoo.co.jp  

                   黄瀬川 沼津市大岡0番地⇒        

第20回東日本区大会まであと1か月となりました。今年

のテーマは「温故知人～明日に向かって新しい出会

いを」です。これまでの20年を振り返るとともに、これから

に向かってよい出会いがあるよう、現在、実行委員会

で工夫をしています。4月28日現在の登録者数は395

名です。ひとりのご登録も無いクラブがまだ7クラブありま

す。登録はまだ間に合いますので、ぜひ多くの方々のご

参加をお待ちしております。      理事通信より 

             竹内敏朗さんのお別れ会のお知らせ 

   YMCA、ワイズメンズクラブ活動に多大な功績を残され、去る2017年2月24日 

   91歳で永眠された竹内敏朗さんを偲び、お別れの会が開かれます。 

           日 時：5月27日（土）13：30～16：00 

                    場 所：熱海YMCAセンターB1Fホール(熱海市上宿町19-22) 

              会 費：2000円    *香典、生花は辞退、平服にてお願いします。 

人数を把握したい為,参加される方はファクスで連絡をお願いします。FAX：0557-82-3588勝又隆吉ワイズまで 

  第20回 東日本区大会 江戸のおもかげを残す川越で 『温故知人』 

http://numazu-ys.jp

