
  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 』 

 

 

 

 

     9月 例会プログラム 

         9月12日(木)  18:30～ 

        場所：沼津ＹＭＣＡセンター 

                

 司    会                  相磯 ワイズ 

 開会 点鐘          会  長 

 開会の言葉          大山 ワイズ 

 ワイズ信条＆ソング        菅沼 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 

 食前の言葉          杉谷 ワイズ 

『第21回東日本区大会について』大村実行委員長 

 出席率＆スマイル/各委員会 報告 

 閉会の言葉              泉 ワイズ   

 閉会 点鐘              会  長 

2017年 9月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

   

  今月の聖句             

   

  悪に負けることなく、 

  善を持って悪に勝ちなさい。 

  

   ローマ人への手紙  12章２１節 

 September Happy Birthday 

   ３ 日 平野 正文Ｙ‘ｓ 

   ９ 日 泉メネット 裕子さん 

   ２0  日 中田 清子Ｙ‘ｓ  

   ２３ 日     長谷川 等Ｙ‘ｓ 

   ３０日     稲田メネット 智子さん 

  

  Wedding Anniversary    

     該当者なし  



           8月 納涼例会 報告  8月1０日（木） 

8月は例年納涼例会となっており、今年度は会場の都合で日にちを変更してのバーベキュー

でした。海の日の前日となったせいか？例年になく大勢のメンバーが参加して、賑やかな例会と

なりました。またゲストとして以前スピーチコンテストでご縁を頂き、卓話をお願いした国立沼津

高専の藤本校長先生と入会予定者の鈴木美代子さんとお孫さん2名。色々な話題に花が

咲き、楽しい美味しい例会となりました。 

 

 2017～2018 びわこ部 松岡義隆部長さまよりメールを頂きました。 

平素からワイズダムへのご奉仕に感謝致します。昨日は、遠方からご苦労様でした。

ＤＢＣ交流例会に貴重な時間をいただきありがとうございました。日帰りとは知らず部

長公式訪問の挨拶も長くなりご迷惑をおかけしました。彦

根クラブさんの例会は久しぶりで渡邉会長さんと泉副会

長さんがおられたので少し緊張してました。ワイズソングも

渡邉会長の若々し美声のお陰で明るい雰囲気の例会になったと思います。おかげさま

で有意義な例会でいい一日を過ごすことができました。また、機会があればＤＢＣ交流例

会に参加したいと思います。どうか今後ともよろしくお願いいたします。東日本区大会ア

ピールの写真送信しておきます。     

  ＤＢＣ彦根クラブ訪問      副会長・ドライバー委員長  泉文雄 

ＤＢＣ彦根クラブの例会日が我がクラブと同じ第二火曜日でなかなか行く機会が無いのです

が、たまたま我がクラブの例会日が変更になり行く機会が出来ました。平日とあって行くメンバーも

集まらず渡邉会長と2人で行くことに・・・。8月8日沼津インターを2時出発～彦根クラブ例会

場に6時頃到着・例会場は彦根カトリック教会・・彦根城のお堀の脇とても環境の良い素晴らし

い会場でした。8月彦根クラブはびわこ部の部長公式訪問とても良いタイミング。松岡びわこ部

部長のクラブは長浜クラブ、前日の集中豪雨で被害に遭われたそうですが総勢4名の方の訪

問でした。部長からの各種報告を聞きなるほどって このような部長報告はと

ても良いなって思いました。当日夏の全国高校野球、彦根東高校の大逆転

勝利の話で盛り上がり、島野ワイズの青春（昭和19年）学徒動員の話を聞き

今の平和の有難さが心に沁みました。最後に来年の沼津クラブホスト・区大

会のアピール、時間を頂き横断幕を広げしっかりとアピールさせていただきまし

た。9時過ぎに会場を後にし帰途に、眠い目をこすりこすり、沼津到着真夜中2

時、会長をおろし我が家に又1時間、疲れましたが、でも行って良かったです。  

 沼津クラブ 渡邉実帆♪会長 様  ありがとうございました。さすがです。プロの声楽家による

「正調ワイズソング」「正調ＹＭＣＡの歌」。昨夜（9日）、松岡部長とお会いした時も渡邉会長の歌の

話で盛り上がりました。泉ワイズ、いつもながら「長距離ドライバー」誠にご苦労様でした。（近年、

わたしはめっきり長距離が苦手になりました。）松岡部長はじめ、寺倉会計、垣立

事務局長、冨田地域奉仕・環境事業主査の皆様、お忙しい中を部長公式訪問にご参

加いただき、誠に有難うございました。（Ｙサ・ユース トンボ外海ワイズも！）  

 

 「朋あり遠方より来る また楽しからずや（論語）」彦根クラブ ヒロ林宏一  



 10月例会  10月10日（火） ニューウエルサンピア沼津  

 卓話：ＤＢＣ京都トップスクラブ 牧野篤文ワイズ 

       『逆境は力なり』 
２０代で親の借金３０００万円を完済して現在年商１５億円の企業を経営されている牧野

ワイズに卓話をお願いいたしました。牧野ワイズの成功秘話を聞いてみませんか。どなたでも大歓迎です。 

尚京都トップスクラブから山下会長他多数お越しくださる予定です。京都トップスクラブ若手メンバーとの懇親もとて

も有意義だと思います。是非多数の出席をお願い致します。 

また当日は朝からトップスクラブメンバーと親睦ゴルフも予定しております。 

是非ご参加ください。  泉ドライバーまで TEL:０９０－３１５８－４８３０ 

①北海道部部会訪問 ８／１９（土） 東日本区直前メネット委員長 クラブＣＳ委員長 相磯優子  

８月１９日、北海道YMCAにて、東日本区各部の部会シーズンを先駆けて北海道部が開催されました。

第２１回東日本区大（沼津大会）のアピール訪問もスタートです。区大会告知の大横断幕を携えての

北海道入りです。（大横断幕が津軽海峡を越えたのは初めてかも。）ありがたいことに当日のプログラムの

裏表紙は区大会のチラシでしたので、持参したチラシは各クラブ会長の皆様へクラブメンバー様分を託

し、１人でも多くの皆様の大会登録をお願いしました。同時開催の評議会から出席させて頂き、2016-2017

年度の活動報告、今年度の森部長の部長方針・活動計画、協議事項等を拝聴しました。部会では

“パレスチナの今”と題した基調講演を頂き、会場をイタリアンレストランへ移

し、美味しい料理とレストランオーナーのクラリネット演奏を堪能しました。会

の最後に充分な時間を頂き、栗本東日本区理事、大川書記、札埜事務局長とともに区大

会のアピールをたっぷりとさせて頂きました。お礼に、北海道YMCA創立１２０周年記念事業の

クライミングウォール建設募金に、４人で一口ずつ募金をして任務終了としました。 

 ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆  

②北東部部会訪問 ９/９（土） 
       第２１回東日本区大会実行委員長 クラブ会計 大村貴之 

９月９日、宇都宮にて開催された北東部の部会に出席しました。当日は、部長クラブであ

る宇都宮東クラブの２５周年記念例会も併せて開催され、７０名を越す出席者による盛

会となりました。栗本理事はじめ熱海クラブのキャビネットの皆様にもご協力いただき、区大

会のアピールもしっかり行ってきました！ 

  じゃがいもファンドのご案内 

今年もジャガイモ･玉葱･かぼちゃの販売をいたします。 

１０月７日（土）朝、北海道（帯広･和田農園さん）よりトラックで運ばれ

てきます。 

担当：小林ワイズ  ＊ワイズのメンバーは７:３０に三島信用金庫旧南支店跡地に集合して下さい。 

無事退院いたしました。                 書記 長谷川 等 

突然のアクシデントで、7月22日～8月30日迄の40日間、沼津市立病院整形外科病棟に入院し無事

退院いたしました。完治までには後、1,2カ月かかるとのことです。自宅玄関前で転倒し、肩を強打し、緊急病

院へ、骨折が判明し、市立病院へ救急車で搬送され、そのまま入院し骨折箇所を金属プレートで固定、腱

板が断裂していたので縫い合わせの手術を（3時間30分）病名は、左方上椀骨近位端骨折、腱板損傷・

断裂、全治2カ月と診断されました。手術後は痛みも無く、すぐに自宅に戻れると思っていたのですが、骨折した腕が全く使え

ず困りました。リハビリーである程度の日常生活を出来るようになり退院出来ました。まだ、車の運転が出来ないので不便です

が近日中に出来そうです。40日の入院で、体重も５キロ減り、健康になったような気がします。ご心配をおかけいたしました。 



 在 籍 者  18  名    スマイル \   11,000    

 出 席 者   10   名  スマイル累計 \   21,000 

 ゲスト・ビジター   5  名    BF現金 ￥     0 

  メイキャップ   ２   名   YMCA基金 ￥   ０ 

 広義・功労会員    3   名  出 席 率      80％ 

編集後記： 第２１回東日本区大会の準備をそろそろ始めています。こんな人数で大きな大会が開催できるのか本当に不安

ではありますが、行動力抜群のクラブの精鋭が各部会を訪問し、アピールを始めています。小さなクラブではありますが、団結

力でやる！！成せばなる、成さねばならぬ、何事も！かな？                            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 №27  泉 文雄 （ドライバー委員長・A副会長）  

8月は梅雨のような陽気に心滅入りました。8月のクラブ例会は納涼例会でウェルサンピア、室内で机上

例会をし場所を移動・駿河湾一望のガーデでのバーべキューでした。例年ですと、ビールも樽買いにし

各自ジョッキ片手に泡こんもり、しかし今年は飲む人も少なく飲み放題でセット、途中雨が降り出しました

が、しっかりとしたテントの下問題なく、煙もうもう、楽しい例会ができた事、出席したメンバーに感謝致します。 

インビテーションという今期目標もあり、渡邉会長の紹介で、今月も１名の方にゲストとして来て頂きました。

しっかりサポートしていきたいと思います。毎月一人でもゲストをお呼びすることをメンバーの一人一人が心がけて行くようにしま

しょう。ドライバー・親睦委員会（泉・杉谷）も頑張りますので宜しくお願い致します。 

                          ＜活 動 報 告＞ 

8/１９（土） 北海道部 部会  北海道YMCA （出席:相磯ワイズ） 

9/4（月） 区大会委員会 沼津ＹＭＣＡセンター 

9/9（土）  北東部 部会 宇都宮グランドホテル （出席：大村実行委員長） 

9/１２（火） 例会 沼津ＹＭＣＡセンター １８:３０～ 

                                            <今 後 の 予 定＞   

9/16（土） 湘南･沖縄部 部会 １４:３０～ ワークピア横浜 

9/19（火） 役員会   沼津YMCAセンター 

9/24（日） 富士山部 部会 １３:３０～ KKRホテル熱海 

9/30（土） 関東東部 部会 １４:００～ 千葉市美術館 

9/30（土）～10/1（日） 富士五湖クラブ 富士山例会（富士山5合目佐藤小屋） 

10/７ （土）   CF ジャガイモ配送 7:30～さんしん旧三島南支店跡地にて 担当小林ワイズ 

10/9（月･祝）ふくsee ぬまづ福祉祭り カレーショップ出店 キラメッセ沼津 担当菅沼ワイズ 

10/14（土） 東新部 部会 １３:００～１７:００東京YMCA（東西線 東陽町） 

10/21（土） あずさ部 部会 １１:３０～日本出版クラブ会館（新宿区 神楽坂） 

11/5 （日） びわこ部 部会 １３：００～ウッディパル余呉（滋賀県 長浜市） 

１１/25（土） ワイズネメットの集い  横浜中央ＹＭＣＡ １１：００～１５：３０  

 ＊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！ 

 ふくsee祭り 10/9（祝） 

 今年もやります！ 

 カレーショップ！ 

 参加できる方はぜひ！ 


