
THE SERVICE CLUB OF THE YMCA 

AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS 

The Y’s Men’s Club of Gotemba  

 第 ３ ７ ４ 号      ７ 月 例 会                                                                                                                 

会  長    大和田 浩二 

  副会長  若林 久美子 

書  記    芹澤 次子 

会  計    鈴木 千代子 

  監  事    杉山 將己 

国際会長主題       「ともに、光の中を歩もう」                                                                                                  
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   「広げよう ワイズの仲間」   

富士山部部長主題     「生き活き仲良し富士山倶楽部」   

御殿場クラブ会長主題 「夢を育てて実現へ」 

御殿場クラブ活動方針   1.東山荘を始めとする奉仕活動の充実 

            2.例会の充実とそのための卓話・プログラムへの工夫 

                                                   3.富士山部、DBCを始めとする他クラブとの交流促進 

            4.更なるEMC増強によるメンバーとクラブの強化 

２０１７年７月度３クラブ合同初例会プログラム 

 

時間     2017年7月14日（金）18時30分 

場所     ＹＭＣＡ東山荘  

受付   鈴木千代子Y’s・小野麻利子Y’s 

司会   井田伸太郎Y’s 

 

 

１ 点鐘 3クラブ会長 

２ 開会の言葉 杉山將己Y’s 

３ ワイズソング 一同 

４ ワイズの信条 井田伸太郎Y’s 

５ 聖句について 堀口廣司Y’s 

６ 沼津クラブ会長挨拶 渡邉美帆会長 

７ 三島クラブ会長挨拶 藤田小夜子会長 

８ 御殿場クラブ会長挨拶 大和田浩二会長 

９ ゲスト・ビジター・クラブ紹介 大和田浩二会長 

１０ 富士山部部長挨拶 加藤博部長 

１１ 入会式 
沼津クラブ 

三島クラブ 

１２ 食前感謝 三島クラブ 

１３ 卓話 御殿場警察署 清水係長様 

１４ 誕生日・結婚記念日祝い 各クラブ担当委員会 

１５ 出席率・スマイル 各クラブ担当委員会 

１６ 閉会の言葉 沼津クラブ 

１７ 閉会点鐘 ３クラブ会長 

在籍数   27名 メネット  0名 ｽﾏｲﾙ報告  29,384 BF活動切手      0pt 
出席者   23名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計 933,204 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    0名 ゲスト  0名 YMCA基金  3,443 累  計      0pt 

出席率  85％ ビジター  0名 YMCA累計   318,123     
修正出席率  100％ 出席者合計       23名       

6月例会報告 

７月お誕生日おめでとう 

１６日  長田 尚弥Y’s  

       

7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 

２０１７～２０１８ 富士山部第１回評議会報告 

2017年YMCA東山荘  

チャリティーゴルフ大会のご案内 

日程：2017年11月15日（水） 

場所：富士カントリークラブ 

場所：富士カントリークラブ～クラブハウス 

    ～登録有形文化財(第22-0185号)～ 

          〒412-0024 静岡県御殿場市東山2472  

          Tel：0550-82-1616    

 定 員 ：100名（4名×25組） 

 参加費  ：20,000円/1名 

＊チャリティー費は東山荘施設環境整備のために用います。 

＊参加費にはプレー費、キャディー、昼食、パーティー代、 

 チャリティー費を含みます。         

＊富士カントリークラブメンバーの方は別参加費になります 

 ので、お知らせください。 

主催：(公財)日本ＹＭＣＡ同盟国際青少年センター東山荘   

共催：富士カントリークラブ 

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  7月24日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  7月14日(金) ＹＭＣＡ東山荘 

伊東クラブ   7月10日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  7月14日(金) ＹＭＣＡ東山荘 

下田クラブ  7月19日(水) いそかぜ 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 7月26日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 7月14日（金）ＹＭＣＡ東山荘 

富士クラブ  7月25日（火) パテオン 

富士宮クラブ 7月25日(火) パテオン 

若林 久美子 

 ２０１７年７月１日（土）に熱海YMCAセン

ターにて富士山部第１回評議会が行われまし

た。加藤富士山部部長の力強い点鐘で会が始

まり、ご挨拶では「市町村の子育て支援がい

くら手厚くても２人以上の子供を育てるには

大変な世の中、そんな世の中で、ワイズメン

ズの活動は子供たちの為への素晴らしい活動

ですので、愛と誇りを持って、１年間皆さん

充分にご活躍ください！」と熱く語られまし

た。東日本区の報告などの後、予算と各事業

主査・各クラブの活動方針案が審議されまし

た。地域奉仕事業主査の金光ワイズから、御

殿場時之栖のイルミネーションに御殿場ワイ

ズメンズは出展していることを紹介、富士山

部でも出展してはどうでしょうか、デザイン

などが得意の方がいたら紹介して欲しい、と

いうことが伝えられました。部長から、ぜひ

参加したいですね、との声がありました。ま

た、会員増強事業主査からは、エクステン

ション委員会を設置したいとのお話がありま

した。国際・交流事業主査からはマラリア撲

滅のために１枚８００円の蚊帳を送ること

で、２５%～３０%の子供の死亡率を減らすこ

とができたと報告されました。わが御殿場ワ

イズメンズクラブ活動方針は、「ワイズメン

ズクラブが何たるかをしっかり学ぶ時、他ク

ラブと交流を深めながら、メンバー１人ひと

りがワイズが本当に楽しいと思えて、さらな

る会員増強につなげていきたい。」というこ

とです。皆さんで１年間楽しみながら頑張り

ましょう！参加メンバー：大和田会長、金光

 

たとえわたしたちの「外なる人」は哀えて

いくとしても、わたしたちの「内なる人」

は日々新たにされていきます。 

（コリントの信徒への手紙Ⅱ 4章16節） 

今月の聖句 

京子ワイズ、神野裕子ワイズ、鈴木千代

子ワイズ、渡辺芳子ワイズ、若林久美子

ワイズの６名でした。お疲れ様でした。 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


 

６月例会報告 東日本区大会 

Ｂ Ｆ だ よ り   

 

２０１７年６月３０日集計分 
 

梅雨真っ盛り？ご家族の皆様の体調はいか

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若林久美子ワイズが７

５０グラム・高杉寿徳ワイズが５５０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。 

なお、６月１４日・小山町社会福祉協議会

に３４００グラムのプルリングを届けまし

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！！ 

長田 和子 

 日本区が東西に分かれて２０年、恩故知人、

明日に向かって新しい出会いをテーマに、東日

本区大会が６月３日・４日ウェスタ川越で開か

れました。 

登録者は４１８名。今期会員増強に頑張った

が、入会退会が同じで増員に結びつかなかっ

た。と理事報告。続いて代議員・部長報告がな

された。次に東日本大震災、熊本地震支援報告

では、復旧は進んでいるものの、まだまだ元の

生活に戻れない方がたくさんいる。引き続き皆

さんの支援をお願いしたいと映像で復興の様子

を紹介した。 

 記念講演は、いずみ鉄道社長鳥塚亮氏のロー

カル線を救うおもてなしと題し、千葉県のロー

カル線いずみ鉄道の危機を乗り越えて地域を元

気にする課程が、映像とともに紹介された。地

元の方々の熱い思いとその心に答えようとする

鳥塚社長のアイディアの素晴らしさ、ユーモア

溢れる語りに、時間のたつのも忘れ耳を傾け

た。なぜいずみ鉄道の社長に応募したのかとい

うと若い時にいずみ鉄道に乗って感動したのが

原点だったとか。 

 ２日目の表彰では、地域奉仕事業で御殿場ク

ラブは、全国椿サミットに向けての椿植樹と東

西日本区交流会に協力したと、ＹＭＣＡサービ

ス特別賞。会員増強では、インビテーション

キャンペーン第３位、出席率優秀賞、ノンド

ロップ賞、国際交流事業では、ＢＦ、ＴＯＦ、

ＲＢＭ部門で銅賞を頂きました。 

 続いて理事、役員引継ぎ式で利根川理事か

ら栗本理事にバッジが引き継がれ、各事業主

任も富士山部メンバーに引継ぎ、わが御殿場

クラブの前原末子ワイズがＣＳ事業主任に就

任しました。栗本伸理事は、楽しくなければ

ワイズでない。部・クラブの強化で、ワイズ

を元気にしようと決意を述べました。 

 午後からは、小江戸と呼ば

れる蔵の街を散策、お土産を

たくさん買って帰路につきま

した。初日出発の際に、私が

時間を間違え皆さんに大変ご

迷惑をおかけしました。お詫

び申し上げます。出席者は、

前原、山本、稲葉、渡辺、堀

口、杉山將己、井田、金光、

小野、若林美菜子・慶治コメット、大和田、

岩田、野木、野木メネット、長田の１６名。

若林コメット２人が参加してくれて、今回も

にぎやかな楽しい旅行ができました。また、

車の心配もしてくれて、ありがとうございま

した。そして、渡辺親睦委員長には宿、食

事、駐車場の手配等ご苦労様でした。 

  大和田 浩二 

6月8日(木)18:30より、東山荘食堂別館でも

ある第6会議室にて、6月例会が開催されまし

た。 

 例会は、長田尚弥ワイズの司会で、前原会

長の今年度最後の開会点鍾に始まり、ワイズ

ソング、ワイズの信条と続きました。聖句

は、堀口ワイズが東京での会議で遅れるとの

ことで大和田が急きょ代役を務めさせていた

だきました。聖句の人気投票をしたならば必

ず上位に入ると言われる、「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。」ですが、この聖句の出典

「テサロニケの信徒への手紙Ⅰ」の現代のギ

リシャにあるテサロニキYMCAの、シリアやア

フガニスタンからの難民支援プログラムにつ

いて後で堀口ワイズからニュースが配られ、

この聖句の舞台と現代のYMCAの繋がりを知る

ことが出来ました。    

続いて、前原会長から大和田次期会長への会

長バッジ引継ぎが行われ、バッジを付けてい

ただく側としては大変身が引き締まる思いが

いたしました。 

今期最後となる前原会長の挨拶は、一年を存

分に働かれた充実感があふれているように聞

くことが出来ました。感謝に満ちた渡邊ワイ

ズの食前感謝に続いて美味しい食事をいただ

き、その後に参加者全員から今期の反省を聞

きました。それぞれに想いのこもった言葉を

聞くことが出来、来期に繋がって行く今期最

後にふさわしい例会でありました。例会出席

者23名。誕生日・結婚記念日祝い、スマイ

ル・YMCA基金の発表と続き、最後に閉会点鐘

をしていただいた前原会長、一年間本当にあ

りがとうございました。 


