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 第 ３ ７ ３ 号      ６ 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 

２０１７年６月度例会プログラム 

 

時間     2017年6月8日（木）18時30分 

場所     ＹＭＣＡ東山荘  

受付   稲葉Y’s・鈴木Y’s 

司会   長田 尚弥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 渡邉芳子Y’s 

９ 誕生日・結婚記念日祝い 各自 

１０ スマイル・YMCA基金 金光京子Y’s 

１１ 閉会の言葉 司会 

１２ 閉会点鐘 会長 

在籍数   25名 メネット  1名 ｽﾏｲﾙ報告  30,000 BF活動切手      0pt 
出席者   24名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計 903,820 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    1名 ゲスト  3名 YMCA基金  4,777 累  計      0pt 

出席率  96％ ビジター  2名 YMCA累計   314,680     
修正出席率  100％ 出席者合計       30名       

５月例会報告 

６月お誕生日おめでとう 

 ９日  高杉 寿徳Y’s  

１２日 神野 義孝ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

       

６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 

「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。

どんなことにも感謝しなさい。」 

   テサロニケの信徒への手紙一 ５章16～18節 

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  6月26日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  6月13日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   6月12日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  6月20日(火) ｱﾓｰﾙ･ｴﾃﾙﾉ･ﾘｵ 

下田クラブ  6月21日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 6月28日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 6月8日（木）YMCA東山荘 

富士クラブ  6月14日（水)ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 6月27日(火) パテオン 

 ３クラブ東山荘奉仕日 
 

日時：2017年９月16日（土）９：30～12：30 

場所：東山荘 

奉仕内容：草むしり 

 （11：30～焼きソバ・豚汁大会を行います） 

「時間の余裕は心の余裕を招く！」 

 

                           杉山博恵 

 

 最近毎日のように富士山が気になっている自分がいま

す。実は、３月までは冠雪した富士を観て、「きれいだな

あ」と思ったり、「いつの間にか雪解けしているなあ」と 

時々は思ったりしていました。 

それが、今では毎日富士山を眺めている気がする。 

４月のある日は昨日の雪解けの様子と今朝と比較して見

たりしているのです。  

５月のある日は、雲海の中から頭を出す様子を見て、思

わず「頭を雲の上に出し～♪」と口ずさんだりして・・・静岡

県や山梨県在住の人々にとっては、 富士の御山はそこ

にあって当たり前の物であり、取り立てて言うまでもなく県

を代表する素晴らしいものです。 

しかし、人間とは勝手な者で、富士山に限らずそこにあっ

て当たり前のものは、逆にそれ自体をあまり意識しないで

生活しているものではないでしょうか。その原因は、我わ

れが日々忙しく生活しているせいだと思います。「今さら

何を！」と、お思いの方がいらっしゃると思いますが、４月

より時間に余裕ができるようになった私に、今まで気にも

留めなかったようなものが、勝手に私の目に飛び込んでく

るのです。 

木々の緑しかり、鳥の鳴き声しかり、です。神様が「ほらほ

ら、そこを見てごらん、あなたが今まで気づかなかった自

然の素晴らしさを実感してね。」と言ってくださっているよう

です。これは、私が今、一つの区切りを迎えて思っている

ことですが、このように思えるようになったのは、時間に余

裕ができて、せかせかした思いが自分の心の中から消え

失せたように感じるのです。 （現実はいつまでこの気持ち

が持続するかわかりませんけど…）どこかで誰かが「時間

の余裕は心の余裕を招く」と言っていましたが、この時期

によーく分りました！ 

 この余裕の時間をこれからは自分の為（ワイズの為）

に、家族の為に有効に利用して、後悔のない人生の後半

にしたいと改めて思う今日この頃です。 

 今私が夢中になっているデコパージュの歴史を紹

介します。１７世紀イタリアのベニスの家具職人に

よって始められました。当時、ベニスでは、美しく絵

付けされた美術家具の人気が絶頂を極めていまし

た。しかし、それらは非常に高価なため手に入れるこ

とが困難でした。そこで、考え出されたのが有名な絵

師の銅版画を彩色して切り抜き、家具に貼り付けて

上ぐすりで埋め込み、漆器の感じを出す方法でした。

１８世紀後半にはデコパージュは、イギリスでも人気

の手工芸となりました。 

 ２０世紀になり、この優雅な手工芸がアメリカで人

気を得るようになったのです。 

 皆さん、デコパージュは誰にでも簡単に、それぞれ

のアイデアとセンスでなんでも作り出すことができま

す。 

 是非皆さんもチャレンジしてください。 

Ｂ Ｆ だ よ り   

２０１７年５月３１日集計分 

暑い毎日です、しかし朝晩はなかなか冷えますね！

ご家族の皆様はいかがでしたか？ 

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。 

今月はプルリングを鈴木千代子ワイズが２３５０グラ

ムを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！！ 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


名古屋東海クラブ創立５０周年記念例会 

 

５月例会報告 

富士山部 第3回役員会・評議会報告 

鈴木 千代子 

平成29年5月21日 熱海YMCAセンターにて、13:00か

ら開催されました。 

御殿場から、前原会長、杉山将己Y’s、金光Y’s、山本

Y’s、稲葉Y’s、若林Y’s、鈴木Y’sの計７名で参加致し

ました。 

報告事項 

（１）東日本区役員会報告 

（２）富士山部各事業主査各委員会後期活動報告 

（３）富士山部クラブ会長後期活動報告 

（４）その他 

審議事項 

（１）第１号議案 2016年度富士山部会計決算及び会

計審査承認の件 

（２）第２号議案 2017年度富士山部会計予算（案）承

認の件 

                          

金 光 京 子 

 さわやかな五月の風に青葉若葉が美しいこの頃で

す。 

５月２５日(木)、例会は堀口ワイズの司会、前原会長の

点鐘で始まりました。 

ワイズソング、ワイズの信条。続いて堀口ワイズによる聖

句「フィリッピの信徒への手紙３章１３節～１４節」でし

た。会長挨拶で、２０１５年８月１３日の例会で卓話をお

願いした本崎恒子様が１０１歳の天寿を全うし永眠され

たとのこと。当時は和服姿で凛としたお姿だったのが思

い出されます。お帰りの際に「これからの時代は子供た

ちの心を育てることが大事。良い会だね。」とお話しされ

たそうです。謹んで御冥福をお祈り申し上げたいと思い

ます。 

ビジター紹介では、富士山部長 増田隆ワイズ、沼津

会長 渡辺美帆ワイズ。ゲストは、本日入会予定の若

林洋平様、勝俣得男様、そして、後日入会予定(？)の

高橋隆造様です。引き続き入会式が執り行われまし

た。渡辺美帆ワイズの美しい歌声に導かれて入場。入

会についてお二人とも力強い決意表明と、ワイズの信

条に共鳴されたとの御挨拶がありました。ここに、素晴

らしいワイズの仲間を迎えられたことは喜ばしいことで

す。女性が多い当クラブに男性会員の入会は、クラブ

の活性化に御活躍頂けるものと御期待しております。 

食前感謝は神野裕子ワイズ。東山荘のおいしいお食事

を頂きました。富士山部部長増田隆ワイズの御挨拶

は、富士山部にもう一つワイズのクラブを作りたいとお話

されました。この後は全員で自己紹介。皆さんそれぞ

れ思うことを率直にお話しされて、いつもの例会よりも

活気があり和やかな例会でした。本日はゲスト、ビジ

ター含めて総勢３０名の例会で、前原会長の点鐘で閉

会となりました。 

精神浄化と社会参加 

新会員：勝俣得男 
 

入会を「清新な心境」として会員になることができ

ました。本会の崇高で気高い精神とその実践を常に

心がけながら、皆さまのご支援を頂き精進していき

ます。よろしくお願い致します。 

 「緑」と言う言葉があります。私の本会との接点

をここから述べてみたいと思います。YMCA団体が基

督教に関連している中、信仰心とは別に、私はその

基督教の日曜学校に、小学校時代のみでしたが熱心

に通っていました。理由は、聖書の紙芝居を牧師さ

んが「面白くお説教」してくれることと、週１回の

出席のシールが３ヶ月程になると、シールの多い優

秀順から「ご褒美」を頂けるからでした。しかし、

この体験と知識は、その後の学校の教科学習や道徳

授業、また社会生活においても大いに重なり、私の

教養や人生の生き方・在り方に多少とも影響を与え

ることになりました。 

 やがて、現在の人生時点において、時事ニュース

等で「豊かさの中の貧しさ」が浮彫りになっている

事象を確認する時、常に人間としての精神浄化と社

会参加の必要性を痛感しています。まさに本会への

出会いの「縁」に感謝するばかりです。ありがとう

ございました。 

井田 伸太郎 

去る５月１日朝７時半に東山荘を１５名で平成の杜のマイク

ロバスをお借りして大和田浩二次期会長の運転で出発しま

した。 

バスの中は和気藹々の楽しい雰囲気でメンバーの稲荷寿

司・椎茸と昆布の煮物・富士山麓採れたての蕨・胡瓜とセロ

リの浅漬け・手作りのチーズケーキ・マフィン・ヤクルト・煎餅・

飴…盛りだくさんの持ち寄りで昼食は抜き？（落ちは無いか

な？） 

 後ろの方の座席では小宴会が始まり？皆沢山のご馳走を

両手に持ち…千手観音が羨ましい。と嘆きながら１２時ちょう

どに名古屋駅近くのカリエカリヨン名古屋の会場に到着。 

 受付を済ませ東海クラブ・奈良クラブのDBC仲間と久々の

再会を祝し記念式典に…特に奈良クラブの方とは台南クラ

（３）第３号議案 部主査の経費について 

共に承認され開会となりました。 

同場所に於いて、15:00より、次期富士山部役員研修

会が開かれました。 

 役員会の初めに、ワイズメンズクラブに御尽力され、先

日亡くなられた竹内敏郎様へ全員で黙祷をし、御冥福

をお祈り致しました。 

 増田部長の点鐘、そして次期富士山部部長の加藤Y’

sの挨拶で、部長主題は“生き活き仲良し富士山倶楽

部”です。 

会員増強MCについての話し合いが各クラブごとに行わ

れ、次期クラブの会長が、これからの行事や新期会員に

ついて発表がありましたが、会員勧誘の難しさが沢山出

されました。 

 御殿場クラブは次期副会長の若林Y’sが新規会員や

老人介護施設へのボランティア活動等発表しましたが、

熱い心意気がとても強く、一番輝いていたと思います。 

とても有意義な時を過ごし、閉会となりました。 

三島ワイズメンズクラブ創立40周年記念例会・富士山ワ

イズメンズクラブ創立30周年記念例会の紹介があり、多

くの方の出席をお願いしますとの事です。 

ブでもお逢いしましたのでより身近に感じました。 

 記念式典は浅野猛夫会長の開会宣言・ワイズソング・信条・記

念品目録贈呈（名古屋YMCAにプロジェクター一式）チャーターメ

ンバーの野村秋博ワイズに記念品が贈呈され、車椅子で少し言

葉が不自由な為、司会者がメッセージを代読曰く「名古屋で２番

目のクラブとして誕生今日に至っています。１９９４年東西日本区

が誕生し様々な思い出が走馬灯のように思い出されます」と感謝

の気持ちで締めくくられました。 

 野村ワイズは日本区理事をはじめ西日本区の要職に就かれ近

年は東山荘の１００周年基金の募金委員長を務められていまし

た。 

 記念講演に移り『熊本地震！そのとき、YMCAは？』と題しまして

岡 成也熊本YMCA 総主事が…２０１５年４月１４日夜震度７の前

震翌１５日日朝ホッとしたのもつかの間震度６が２回そして４月１６

日午前１時２５分に本震震度７が襲いその後震度６が３回と…１４

日・前震の時に体育館に避難していたら本震で天井が落下皆大

変な被害が…背筋が凍るような有様をパワーポイントで示してくだ

さいました。その後４週間ぐらいは余震が続き精神的なケアーが

いかに大切か。また食物アルルギーの把握など普段考えられな

いことが次々に起こりスッタフをはじめボランティアの方々の献身

的な協力で現在小康状態を保っています。…と話されました。 

 最後にマザーテレサの「大きなことをすることはありません、小さ

な事に大きな愛を込めればいいのです」と締めくくられました。 

 第２部会食・懇親に移り乾杯でそれぞれ席を動きながら懇親を

深めました。 

 式の途中でDBCの奈良クラブと共に御殿場クラブが紹介され１

５名のメンバーが手やハンカチを振りながらアピール！ 

 そのあと前原会長が壇上で５０周年のお祝いを述べられました。 

 最後に各参加クラブのメンバーが紹介され盛会の内にお開きに

なり、参加者は１５０名の多くを数えました。 

 帰りのバスもおしゃべり居眠り…楽しい一日を過ごし９時少し前に

東山荘に無事到着、運転の大和田浩二次期会長の労をねぎら

い解散しました。 

 参加メンバーは前原末子・大和田浩二・杉山将己・野木重治・

同メネット・若林久美子・金光京子・渡邊芳子・稲葉久仁子・杉山

真代・芹澤次子・山本光子・堀口廣司・神野裕子・井田伸太郎の

１５名でした。 


