
  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“Let us walk iｎ the Light-together”「共に、光の中を歩もう」 

Henry Grindheim(ノルウェー) スローガン “Fellowship across the Borders” 「国境なき友情」 

アジア会長           主 題 “Respect Y’s Movement”「ワイズ運動を尊重しよう」 

Tung Ming Hsiao （台湾）   スローガン 「よりよい世界のために ワイズメンファミリーの絆を深めよう」 

東日本区理事          主 題「広げよう ワイズの仲間」“Extension Membership & Conservation”  

栗本治郎（熱海）            スローガン「楽しくなければワイズじゃない 積極参加で実りある奉仕」  

富士山部長          主 題  「活き活き仲良し富士山倶楽部」 

加藤 博（熱海グローリー）        スローガン「自分を愛するように隣人を愛そう」 

沼津クラブ会長 渡邉実帆    主  題 『意識・努力・協調 その先の未来へ 』 

 

 

 

 

     8月 例会プログラム 

         8月10日(木)  18:30～ 

        場所：ニューウエルサンピア沼津 

               バーベキュー広場 

 司    会                  泉  ワイズ 

 開会 点鐘          会  長 

 開会の言葉          稲田 ワイズ 

 ワイズ信条＆ソング        杉谷 ワイズ 

 会長 挨拶          会  長  

 ゲストビジター紹介      

 誕生日&結婚祝い 

 出席率＆スマイル/各委員会 報告 

 納涼バーベキュー  

 閉会の言葉        大村 ワイズ   

 閉会 点鐘     会  長 

 

2017年 8月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

      今月の聖句             

  

 万物の終わりが迫っています。 

 だから思慮深くふるまい、巳を慎んで 

 よく祈りなさい。 

 何よりもまず、心をこめて愛し合いなさい。 

 愛は多くの罪を覆うからです。 

    

   ペテロの手紙一  

    第4章 7～８節    

 August  

  

 ８ 日 小林 隆Y’s 

    31日 相磯 優子Y’s 

      

      Wedding Anniversary 

                          該当者ありません。  



         7月 初例会 報告  7月14日（金） 

7月は恒例3クラブ合同初例会、今年度は御殿場クラブの担当で、東山荘で行われました。3クラ

ブ会長点鐘から始まり、部長公式訪問、東日本区栗本理事とキャビネットをお迎えしての盛大な

会となりました。卓話は御殿場警察署の清水係長様のお話。交通事故の怖さなど映像を見ながら

のお話、やはり高齢者の事故、自分達の周りでも起こりうるかもしれないこととして皆真剣に聞いてい

ました。また沼津クラブとして今季初の入会式を行い、綾部弘幸ワイズを迎えることが出来ました。 

 クラブとしても栗本東日本区理事の掲げられている主題「広げよう ワイズの仲間」そして『楽しくなければワイズじゃな

い。積極参加で実りある奉仕』のスローガンをしっかりと実践していきたいと思っています。そして今年度は第21回東日本区大

会を沼津で開催いたします。私たち『ワイズメンズクラブ』がどれだけ知られているか、その知名度は?沼津では余り知られてい

ないワイズメンズクラブ。YMCAの支援団体であると説明してもYMCAの説明からになります。今回は沼津と近隣市町にも

YMCAとワイズメンズクラブを知っていただくよい機会でもあり、逆に言えばワイズメンズクラブは沼津市にとって、又沼津の青

少年のために何が出来るかをもう一度原点に立ち返り考え、行動していきたいと思っております。 

今年度の私の主題は「意識・努力・協調 その先の未来へ」です。現状活動しているメンバーが限られてしまっていますが、

だからといってそれでは先に進めない。自分が動けなくなってしまったのなら（意識して）一人でも多くの方に声をかけ（努力し

て）、仲間になっていただき、輪を広げていくこと（協調して）が最優先ではないかと思うのです。 

部内でもエクステンション委員会が立ち上げられました。部長以下、それこそメ

ンバー全員が委員となって新しいクラブの立ち上げ、メンバー増強！！伊豆

半島全域でワイズの活動が広がるといいですね。 

区大会キャッチフレーズ？『沼津へ行くぞ～！』と共に、『仲間を増やすぞ ! 

エイエイオ～～！！！』素晴らしい仲間と共に頑張りましょう！ 

←綾部ワイズ 入会式の様子  

７月１０日、今期も初例会巡りは伊東クラブ訪問がスタートです。第４２代斎藤会長の所信表明では、毎年「会員増強」を

掲げるも、メンバーの高齢化と減少で、ご自身の入会当時の会員数を下回る現状に、クラブより会員増強主任、主査を輩

出していることも相まってより一層、会員増強に取り組むことと、また主題の「みんなで 輪、話、和」のもとベテラン、若手、皆で

何事にも取り組み、達成感を楽しむことを述べられました。出席者には伊東市長、栗本東日本区理事、加藤富士山部長、

各クラブからは会長はじめ多くのメンバー、入会予定者も揃い、新しい期の始まりを強く感じた例会でした。  報告:相磯 

新しい年度のスタートということで、今年も他クラブの初例会に参加しました。私は、熱海クラブ（7月24日）・熱海グローリー

クラブ（7月26日）に出席。両クラブとも会場はＫＫＲ熱海で、いつものように格式を感じる例会の雰囲気に多少の緊張感を

感じながら、富士山部各クラブの参加者と交流しました。アピールタイムでは、三島クラブ・富士クラブの周年例会と、沼津ク

ラブの東日本区大会のアピールで、都合３クラブの発表。熱海クラブの栗本理事年度として、しっかりとした働きをしなければ

と、気を引き締める初例会参加でした。    報告:大村会計＆区大会実行委員長 

 他クラブ 初例会 訪問 

 7月10日（月）伊東クラブ  渡邉(実） 泉 相磯 

 7月19日（水）下田クラブ（入会式） 泉 杉谷 

 7月24日（月）熱海クラブ  渡邉 泉 大村  

 7月25日（火）富士･富士宮クラブ合同初例会 渡邉 泉 杉谷 

 7月26日（水）熱海グローリークラブ（入会式） 渡邉 泉 大村 相磯  

伊東クラブ ↑  熱海クラブ↑   ↑熱海グローリー    富士･富士宮↑富士宮高校会議所会頭 

 ↑杉谷ワイズ 下田クラブ例会にて 



         ☆CS活動報告☆  

    第27回アジア太平洋地域大会に参加して       渡邉 実帆                  

7月21日～23日、タイのチェンマイで行われた第27回アジア太平

洋地域大会が開催されました。熱海クラブの栗本東日本区理

事、栗本メネット、大川書記、札埜事務局長、深澤ワイズ、緒方ワ

イズが参加されると聞き、沼津クラブからは私1人でしたが、参加させていただきました。東

日本区からは４７名、西日本区からは２３名の参加で、地元タイは勿論、台湾や香港、

韓国からも大勢の参加者、全体で約３００名の参加でした。前日のチャリティ「モスキー

トカップ」ゴルフ大会から始まり、様々のプログラム、、。韓国は来年の国際大会の強いア

ピール。晩餐会での各国の出し物タイム、交流の時間はとても楽しかったです。 

エリアユースコンボケーションには東日本区から７名、西日本区から４名の参加でした。

かなり前ですが、私の次男がデンマークでの国際大会にユースとして参加させていただ

いたことを思い出し、素晴らしい大会に参加させていただけたこと

に今更ですが、感謝申し上げます。次回２０１９年第２８回大会は

東日本区ホストで仙台で開催されることが承認され、決定しまし

た。２０１９年７月１９日～２１日の予定です。富士山部にはユース

がおりませんが、やはり若い力が必要、これからのワイズメンズクラ

ブを考えると共に、ユースの必要性を考えさせられた(いつもです

が）有意義な時間でした。  

  7月30日「沼津クリーン作戦」参加 

毎年恒例の地域奉仕事業となったボランティア活動「沼津クリーン作戦」

に、今年も参加しました。7月29日(土）の沼津まつり１日目の翌朝、早朝

５時、沼津市中心街の中央公園に、子供から大人まで約1500人が集い、前

夜のお祭りのゴミを収集しました。今年はメンバー参加者も多く、上土地

区を中心にぐるりと一巡りゴミ拾いをしましたが、前夜が小雨だったこと

もあり、例年と比較してゴミの量や中身がちょっと違う印象もあり、煙草

の吸い殻が多めだった様に感じました。これだけの市民が、狭い沼津市中

心市街を一気に回ると、清掃自体は本当にあっというまに終わってしまう印象で、今回も、1時間後の

朝6時には解散となりました。クラブメンバーとこの活動に参加するようになって７－８年になると思

いますが、行政・学校・各種団体・企業といった多様な参加者がこれほど一同に会する行事は、なか

なか見られないと実感。沼津市の活力を感じる早朝清掃でした。 

   参加者：渡邉(実）・泉・大村・相磯・平野・山野・杉谷・渡辺（周）   報告 大村 

      ＜報告＞DBC彦根クラブをダンガン訪問！！     副会長 泉 文雄 

8月8日(火）DBCの彦根クラブを訪問をさせていただき

ました！いつも例会日が重なり、どうしても訪問が難しい

のですが、今月は弊クラブの例会日がずれた為に訪問が叶

いました。会長と2人でちょっと寂しかったですが、例会

は松岡びわこ部長(長浜クラブ）の部長公式訪問！他の部

のそれも西日本区の部長の話を身近で聞く機会など余りな

いので、とても良かったです。当日は台風一過で甲子園開

会式、宮本ワイズの母校彦根東高校が勝利！応援帰り、興

奮気味の宮本ワイズ(上写真一番左。赤いTシャツ）！！彦根クラブ例会も勝利に沸

いていました。＊島野さんからメール頂きました。⇒昨8日は彦根ﾜｲｽﾞ例会に御出席

いただき有難うございました。深更でのお帰りお疲れの事と存じます。未明台風、

彦根東高校の野球初勝利などで私もウロウロでご迷惑でした。またのお越しをお待

ちしております。（ﾖｼSHIMANO島野,Yoshimichi喜道 ）彦根クラブの皆様と松岡びわこ

部長様からもメール頂きましたので、次号に載せたいと思います。皆様ありがとうございました。 



 在 籍 者  18  名    スマイル \   10,000    

 出 席 者   11   名  スマイル累計 \   10,000 

 ゲスト・ビジター   0  名    BF現金 ￥     0 

  メイキャップ   ０   名   YMCA基金 ￥   ０ 

 広義・功労会員    3   名  出 席 率      73％ 

編集後記：ブリテン委員をさせていただき3年目となりました。メンバーの皆さんに毎回記事をお願いしてなかなか大変ではあり

ますが、そこはワイズメン、きちんと記事をくださって有難いです。色々な行事や他クラブの方との交流等やはり自分から動い

て沼津クラブをどんどんアピールしていけたらと思っております。                        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 №26  泉 文雄 （A副会長＆ドライバー委員長）           

７月各クラブの初例会がスタート致しました。今は合同例会も有るので、６クラブを回るだけで済

んでいます。一番遠い下田クラブ、朝早く家を出て、稲取でちょっくらゴルフを楽しみ、お風呂に

入ってスッキリ、例会場に。会場は皇室の別荘のある下田市須崎のとても静かな綺麗な海岸に

立つホテルでした。全クラブを訪問し、クラブごとの特徴ある例会、楽しい初例会でした。沼津クラ

ブ・下田クラブ・熱海Ｇクラブでは新しい仲間が入会したことが印象的な初例会でした。 

  沼津クラブ＜今後の予定＞ 

 

8/21（月） 役員会     沼津YMCAセンター 

９/ 4（月） 区大会会議 沼津YMCAセンター 

9/１２（火） 例会 ニューウエルサンピア沼津 

9/19（火） 役員会   沼津YMCAセンター 

9/24（日） 富士山部会 KKRホテル熱海 

        ☆EMC☆ 

 インビテーションキャンペーン 

 例会に友人･知人を招待しましょう！ 

 自クラブ例会への出席のみが対象です。 

栗本東日本区理事の「広げよう！ワイズの仲間」

のスローガンの下、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ていま

す。  仲間を増やして元気な活動！ 

      元気なワイズメンズクラブに！ 

   世界遺産への旅③京都・下鴨神社と糺の森    平野正文 

誰でも食べたことのある「みたらし団子」は盛夏の土用の丑の頃、御手洗（みたらし）

池から湧く水泡から生まれたという言い伝えがあります。その、御手洗池のあるのが、

１９９４年に世界遺産に登録された通称、下鴨神社（正式名、賀茂
かも

御祖
みおや

神社）です。太

古、賀茂氏によって創られたわが国最古の神社の一つであり、毎年５月１５日に上賀茂

神社と共に執り行われる「葵祭」で有名な神社です。私が以前より是非訪れたいと願っていたのが神が住む

と言われている、その境内に広がる原生林「糺（ただす）の森」です。応仁の乱の時にその総面積の７割を

焼失したと言われていますが、平安期以前からの歴史を現在まで引き継ぎ、今では京都の中のパワースポッ

トとまで言われている神聖な場所です。私が訪れた５月３日は毎年その「糺の森」で流鏑馬が行われる日で

した。翌日の新聞によると当日は２万人ほどの観客が集まったということでしたが、私が初めて見たあの行

列の熱気には度肝を抜かれました。その人込みから離れ、しばらくの間、賀茂川と高野川が交わる三角州に

位置するこの森の中に入り込んでゆっくりと呼吸をしてみましたが、清々しいその感触に圧

倒されるのは私だけではないと思います。下鴨神社は京都駅からは少し遠いところに位置し

ているので行きにくい場所ですが、是非この神聖なる森の中で身を清めてみてはいかがで

しょうか。 すぐ近くに、「方丈記」で有名な鴨長明がその禰宜の子として生まれた河合神

社があり晩年住んでいた庵が境内に復元されています。ＴＶでも紹介されていますが、日本

第一美麗神が祀られている神社ですのでそこの「鏡絵馬」に願いを込めて見るのもよいかと

思います。  


