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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」   

 

６月例会プログラム 

     6月13日(火)18:30～ 

     沼津YMCAセンター 

          司 会 相 磯 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      山 野 Y’s  

 会長 挨拶        会  長     

 誕生日・結婚祝い  

 食前の言葉               泉   Y‘s 

 メンバースピーチ 

 各委員会 報告      各委員会 

 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 6月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

            今月の聖句 

  たとえ人々の異言、天使たちの異言を語ろうとも愛がなければ、 

  わたしは騒がしいどら、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、 

  あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ、山を動かすほどの 

  完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ、無に等しい。 

                コリントの信徒への第1の手紙 13章 1～3節 

   インビテーションキャンペーン  

   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。宜しくお願い

致します。次期EMC主任は伊東クラブの榎本

ワイズ、EMC主査は同じく伊東クラブ久保田

ワイズです。 

        June     ♪   HAPPY      BIRTHDAY  ♪ 

                   ７      日       山野          弘     Y’s 

                 ２９   日        泉          文雄  Y’s 

        ♪Ｈａｐｐｙ  Ｗｅｄｄｉｎｇ      

                                         Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ  ♪ 

                  ９      日        渡辺       周    Y’s 



 5月例会 報告  ５月９日(火)ニューウエルサンピア沼津 報告：長谷川     

５月例会は沼津工業高等専門学校の藤本校長先生のお話でした。藤本校長先生

とは沼津クラブ５０周年記念事業のひとつ、「外国人の為の日本語スピーチコンテス

ト」に高専の留学生に出場していただいた関係で、今回卓話をお願いすることが出来

ました。研究者として、サラリーマンを経て素晴らしい経歴をお持ち

の藤本先生はご自身の経験を交えて、“長所を伸ばせ！好きなことからはじめよう“と題してお

話しをして下さいました。教育への思いから、人が成長する過程、動機付けは、幼児期から好

きなことから始め、長所を伸ばすことと話されました。今活躍されているスポーツ選手は、幼児

期から、好きなことを（野球・テニス・卓球・ゴルフなど）始め、欠点を克服するより、長所を伸ば

していったとのことでした。又、受験勉強で背伸びせず、長い人生をどこで勝負するかの戦略も

大事と話されました。藤本校長先生の沼津ワイズメンズクラブでの“講演”は静岡新聞社の

記者も取材に訪れ、5月１１日静岡新聞朝刊に掲載されました。                               

 第20回 東日本区大会  ６月３日（土）～４日（日）    渡邉実帆 

江戸のおもかげを残す川越での大会は盛会に開催されました。２日（金）のゴルフコン

ペから最終日エクスカーションまで企画実行された川越クラブのメンバーの皆様、協

力された所沢クラブ、埼玉クラブのメンバーの方々、本当にお疲れ様でした。 

今回は次の第２１回大会が沼津で開催されることもあり、いつもと観点が違う大会でし

た。大村実行委員長は川越クラブの皆様のご好意もあり、裏方の見学、私もボラン

ティアとして（役に立ったかどうかちょっと不明ですが）川越クラブの皆様とお話させて

いただきながら、お手伝いをさせていただき、とても良い経験をさせていただきました。区

大会経験者の方からも貴重なお話をいただけて感謝申し上げます。私自身バナー

セレモニーは２回目ですが、やはり緊張しました。実は富士山部の９クラブのうち３クラ

ブが集合時間になっても舞台袖に現れず、静岡県人気質？のんびりの富士山

部？（最終的には３クラブとも間に合いました）ちょっぴりどきどきハラハラのバナーセ

レモニーでしたが、どのクラブのバナーも会長と共に誇らしげでした。                                    

       第２０回東日本区大会に参加して       中田清子        

今年の東日本区大会は東西が分かれて２０年、第２０回の節目を迎え、川越にて「温故知

人」の主題で開催されました。「旧きを訪ねて新しきを知る」小江戸川越に相応しいテーマで

した。大会プログラムは例年通り滞りなく進行しました。特に舞台を華やかに彩るバナーセレモ

ニーは毎年の事ながらとても壮観に思えます（ちょっとオーバーかな？）勢ぞろいしたバナーは

それぞれの旗の元、「今年も頑張るぞ～」と暗黙の内に表明している様にも感じました。記念

講演は「いすみ鉄道社長鳥越亮氏の実にユーモア溢れる軽妙な話術に楽しい時を感動の

内に過ごしました。アトラクションも楽しませていただきました。晩餐会の折には多くの方々と久し振

りにお会いでき、楽しい語らいの時を過ごしました。エクスカーションは小江戸川越蔵の町や喜多院の見学散策、メ

ンメネットの方々と楽しい会話をしながら交友を深めました。毎年秋になると「箱根へドライブに行こう」と私共を誘っ

てくださった元国際会長の竹内メンが天国に召されてしまい、お会いできなくて残念でした。竹内メンは沼津の我家

にお元気だった奥様とお揃いで樫村先生ご夫妻(富士クラブ)、吉田司・紘子ご夫妻方とお出かけくださった想い

出が懐かしいです。長谷川メンと竹内メンは柿生の

家にも遊びに来て くだ さいました。『Dream！no 

little dream』と竹内メンは夢と希望溢れるお話を

してくださいました。今は懐かしく想い出されます。年を

重ねて老いの身となった成（しげる）は参加できず、

帰宅した私の話を楽しげに聞いていました。                



       竹内敏朗さんの「お別れの会」に参加して   平野正文 

 先月５月２７日、熱海ＹＭＣＡセンターで元ワイズメンズクラブ日本区理事、

国際協会第２５代理事と日本のＹＭＣＡ史の中で、またワイズメンズクラブにお

いて最も輝かしい功績を持つ指導者の一人であった熱海グローリークラブ、竹

内敏朗氏の「お別れの会」が開かれました。ちょうど、私の父母と同世代の竹内敏朗氏は私に

とってはワイズメンのスーパーマンでありずっと雲の上の存在でした。直接お話をする機会は少しし

かありませんでしたが、活動の中での明朗快活な話しぶりと凛とした姿勢はいまでも私の心の中に残っています。これから先も

私たちがワイズメンとして活動していく上での、大いなる目標となる存在です。 

「お別れの会」は沼津クラブ、長谷川Y’sの司会で午後１時３０分から予定通り４時までの２時間３０分行われました。終始、 

厳かでそしてアットホームな雰囲気の中で進行されました。竹内さんと親しい関係のあった元日本区理事、ＹＭＣＡ関係者、

地元熱海、富士山部、東日本区そして西日本区の多くのワイズメンバーが１５０名ほど集まり様々なエピソードが披露さ

れ、参加者は皆改めてその活動の広さ、深さを知ることになりました。私は３年ほど前に出版された、「ワイズメン・竹内敏朗伝

記」を読んでいましたので、日本及び世界的における竹内さんのその功績を知っているつもりでしたが、この会に参加して改め

て故人のそのスケールの大きさ、懐の広さを感じることになりました。人と人とのかかわりの大切さ、ワイズメンとしての理想を追い

求める厳しさまた楽しさを９０有余年の人生を通して体現された方だと思いました。会の最後には沼津クラブ、渡邉実帆Y’ｓと

皆で賛美歌を歌い、素晴らしい締めくくりとなりました。                 

富士山YMCAグローバル・エコヴィレッジ       

  『１０周年感謝会』    菅沼道子 

5月13日14日、富士山ＹＭＣＡグローバルエコヴィ

レッジ10周年の式典・感謝会が行われました。土曜

日の雨がとても残念でしたが、日曜は晴天に恵ま

れ、来場者も多く大変賑わいました。富士

クラブの「綿菓子」、富士宮クラブの「富

士宮焼きそば」の出店もあり、お客様から

人気の列。富士山もそびえ立ち、本当に

10周年にふさわしい一日となりました。まだ

まだ100年計画の途中。未来の子供たち

の夢や希望に向けて、これからも富士山

ＹＭＣＡの発展を心より応援したいと思っ

ております。 

 

今期、来期沼津クラブ大きなイベントを抱

えています。一つは50周年という記念すべ

く例会を無事終え、新たなスタートを迎え、来年、東日本区大会の

ホストです。きっと私のワイズ人生の中で最初で最後の経験だろうと

思います。まだまだ他人ごとで、力になれていませんが、これからは一

年かけて役割分担の中で、皆さんと連携してやっていきたいと思いま

す。そして、クラブメンバー全員がもう少し認識し、意識を高め一致

団結して行わなければ成功はなく、この機会にぜひ沼津にワイズの

存在を残せたらいいなと思います。みなさん一緒に頑張りましょう！                  

        西日本区大会に参加して     大村貴之（次期東日本区大会実行委員長） 

第20回西日本区大会（熊本）に参加してきました。来年の沼津大会に向けたアピールのため、急遽の登

録。まだまだ、アピールのトークが不慣れで、これから回数重ねて上手くなりたいと実感しました。片道6時間

という道のりでしたが、九州新幹線のおかげで新大阪から直通・乗

換えナシだったので思ったよりも近く感じました。大会は700名を越える

参加、懇親会のテーブル数も70以上あり、西日本区の大きさとエ

ネルギーを体感しました。熊本西クラブのメンバーでもある熊本市の

大西市長様からの挨拶もあり、震災からの復興に、ＹＭＣＡとワイズ

が深く関わっている様子がわかる大会でした。                     

 『一年間ありがとうございました』   

   東日本区ワイズメネット委員長 相磯優子 

６月３日の第２０回東日本区ワイズメネットアワーにて

“聖書”を大村知子次期メネット委員長に引き継ぎ、

１年の任期を終えようとしています。思えば、人生２度

目のメネットのつどいで委員長就任の依頼を受け、初

めて出席したメネットアワーで、日本区時代から受け

継がれている重い聖書とともに拝命した役職でした。

前年度からの検討事項（委員会規則見直しと国際

登録費制定）も無事に形にすることができ、メネットの

つどい、東西交流会IN御殿場、第２０回メネットア

ワーの開催。皆様から頂いた献金のおかげをもちまし

て、９YMCA、54もの施設へ絵本を贈ることもできました。

東日本区のワイズメン、ウイメン、メネット皆様の温か

いご支援に深く感謝申し上げます。 



 在 籍 者  18  名    スマイル \   9,301    

 出 席 者   11   名  スマイル累計 \  116,301 

 ゲスト・ビジター   2  名    BF現金 ￥   18,000 

  メイキャップ   1   名   YMCA基金 ￥    ０ 

 広義・功労会員    3   名  出 席 率      80％ 

編集後記：ワイズメンズクラブの一大イベント区大会が終わりました。ご存知の通り、次期は沼津クラブがホストとなり、沼津での 

開催となります。大会旗も引き継がれ「いよいよ」と言う気持ちです。最後に今期一年ブリテンに記事をお寄せくださった皆様、

ありがとうございました。感謝申し上げます。今後とも宜しくお願い致します。                   ブリテン・広報担当 

            沼津クラブホームページ http://numazu-ys.jp  E-mail: mail@numazu-ys.jｐ 

  ドライバーのつぶやき №24       泉 文雄                                               

６月になりました～。今期最後の月です。この一年、何が出来、何が出来無かったかを振りかえって

見ました。出来た事①５０周年記念例会で実行委員長としての役目ができた事。５０年歩みの記念

誌もでき配布をすればすべて完了②富士山部の事業主査の役目（国際交流）が自分なりに頑

張れたこと。すべてクラブ全員に支えて頂いたお陰です。感謝致します。出来なかった事は山ほどあり

ますが、私の来期の目標としてクラブのある沼津市に存在感を広めることを第一の目標として個人

的にも活動してみようと思います。来期もドライバー委員長としてクラブ訪問をさせて頂きます。 

５月１７日（水）沼津クラブゴフコンペに多数の方に参加して頂き幹事としてお礼申し上げます。次回は１０月頃に開

催しようと思っております。ＥＭＣとしての開催を考えております。    ゴルフコンペ開始前に「ハイ！ちーず！」⇒     

世界遺産への旅②奈良・西ノ京          

     IBC・DBC副委員長 平野正文  

前回は「平成の大修復」を終えた華やかな姫路城

の様子を報告しましたが、今回は明るくのびやかな田

園風景の奈良にあり、天平の祈りを伝える世界遺産

の二寺の様子をお伝えします。まず近鉄線「西ノ京駅」を降りてす

ぐのところにあり、中学生の修学旅行では定番になっている薬師寺

から訪ねました。文字通り平城京の西のはずれに位置するこのお寺

は昔からお坊さんの楽しい（！）ためになる法話が有名ですが、まず

今回も評判通りのその話を十分に楽しむことができました。白鳳時

代の姿の金堂がその伽藍の中心的存在ですが、その中の本尊薬

師如来坐像（別名・医王如来）と日光・月光菩薩立像の国宝

「薬師三尊像」の三体の柔らかな動きのある姿態には圧倒されま

す。今回は特別に創建当時の姿に復元された朱色の麗々しい西

塔の中も見学することができ大変にラッキーでした。その対をなして

いる東塔は修復中でその姿が見れないのは残念でした。薬師寺

から唐招提寺へ向かう道は、くずれかけた土塀や伝統的な構えの

民家や古美術店が続き、歴史と風情が漂っています。薬師寺から

約１０分歩くと迷うことなく唐招提寺に着きます。この寺院は天平時

代に僧が戒律を学ぶための道場として創建された名刹で、境内に

は国宝の金堂（エンタシスの柱が特徴）・講堂（現存する唯一の

天平宮殿建築）などが点在しています。開祖・鑑真が唐から苦難

に耐えて渡来した経緯は、沼津で青春時代を過ごした井上靖の

「天平の甍」で紹介されています。最後にお寺の隅にある鑑真和

上御廟を訪れたときはさすがに身がしまる思いがしました。庭に鑑

真和上の故郷である中国揚州の花・瓊花（けいか）が満開に咲い

ていたことがとても印象的でした。 薬

師寺も唐招提寺も平城京に近く、また

大変に交通の便が良いところなので是

非また訪れて、京都とは違う雰囲気を

味わってみてはどうでしょう。 

       沼津クラブ活動状況 

＜報告＞ 

５/１（月）  第２回区大会委員会 １９：００～ 

５/９ (火) ５月例会１８：３０～ニューウエルサンピア沼津 

5/13（土） １４（日）富士山YMCAグローバルエコビレッジ 

              10周年 式典＆感謝会 (参加：渡邉・菅沼） 

5/１５(月)  役員会１９：００～  沼津YMCAセンター 

5/17（水）  沼津クラブ親睦ゴルフコンペ：沼津GC 

             （参加：渡邉・泉・杉谷） 

５/２１(日） 第３回 富士山部役員会・評議会 

6/3（土）～４(日) 

 第２０回東日本区大会  於：川越 

（渡邉・長谷川・大村・相磯・中田清子） 

6/5（月）   第３回区大会委員会１９：００～  

6/10(土)～11(日)第２０回西日本区大会 in 熊本  

             (参加者：相磯・大村） 

＜今後の予定＞           

6/13（火）  6月例会18：30～沼津YMCAセンター 

６/19（月）  役員会19：00～ 沼津YMCAセンター 

７/１(土)富士山部 役員会・評議会 熱海YMCAセンター 

７/１４（金）2017～２０１８年度初例会 ３クラブ合同 

       (担当：御殿場クラブ 場所：東山荘) 

７/２１(金)～２３(日)アジア太平洋地域大会 チェンマイ 


