
  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 』 

 

    10月例会プログラム 

             10月10日(火) 18:30～ 

       場所：ニューウエルサンピア沼津 

 司    会                  稲田 精治ワイズ 

 開会 点鐘          会  長 

 開会の言葉          小林 隆 ワイズ 

 ワイズ信条＆ソング        相磯 優子ワイズ 

 会長 挨拶          会  長  

 ゲストビジター紹介  

 入 会 式           鈴木美代子さん 

 誕生日&結婚祝い 

 食前の言葉          平野 正文ワイズ 

 卓話『逆境は力なり』 京都トップスクラブ/牧野ワイズ   

 出席率＆スマイル/各委員会 報告 

 閉会の言葉              大村 貴之ワイズ   

 閉会 点鐘              会  長 

 

2017年 10月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

   

     

 

    今月の聖句             

 あなた方はこの世に倣（なら）っては 

 なりません。むしろ心を新たにして 

 自分を変えていただき、何が神の御心で 

 あるか、何が善いことで、神に喜ばれ、 

 また完全なことであるかをわきまえる 

 ようになりなさい。 

   ローマ人への手紙 12章 2節 

             October  

  Happy Birthday 

   25   日 片岡メネット 有香さん 

  Wedding Anniversary    

   18日  泉ワイズ  



             9月 例会 報告  9月1２日（火） 

9月例会は沼津ＹＭＣＡセンターで『第21回東日本区大会について』話し合いの例会と致しました。

通常の役員会(第3月曜）の他、今年度に入ってから毎月第1月曜日に区大会の委員会を実施して

おりますが、やはり役員会に出てくるメンバーが限られることもあり、皆で実行委員長を囲み進捗状況、

今後のことなどを話し合いました。また栗本東日本区理事･大川書記にもご出席頂き、沼津クラブだけでなく富士

山部全体で栗本理事を盛り上げ、6月を迎える準備に取り掛からなければいけないことを実感いたしました。 

            富士山部会報告              

９月２４日（日）に熱海グローリークラブホストの第４０回富士山部会

が熱海駅近くのKKR（国家公務員共済組合連合会）ホテルで開催

されました。 年に一度の機会であり、来年度は沼津クラブがホストす

る部会であるので何かヒントがあればという思いもありましたが、何よりも

今回は来年度の東日本区大会のアピールという重要な機会であると

いう思いから参加をしました。残念ながら、沼津クラブからの参加・登録

者が４名という少人数でありましたが、アピールには東日本区の役員・

富士山部の役員の面々が協力をしてくださり、なんとかその目標は達

成できたのではないかと思いました。 部会は、例年の流れに従って進行しましたが、特に会員増強（EMC）に関しての強い思

いが栗本日本区理事をはじめ多くの役員から伝わってきました。今年度は８８６名からの出発（そのうち新入会員は６７名）と

いうことでしたが、残念ながら東日本区は西日本区以上の会員減になりその危機感は（半永久的ですが）今年度も大きな

課題になっています。１２０名が今年度の増員目標という言葉もありましたが、それは１クラブで２名の会員を増やすということに

なります。ロールバックマラリア（ＲＢＭ）活動が２０２０年まで延長されたこと・さらに新クラブ設立についての国際憲法の変更

等の連絡もありました。詳細は、東日本区のブリテンで確認し

てください。 

 第２部の懇親会の舞台では、創作歌謡ショーが披露さ

れましたが、何よりも渡邉実帆会長の旧南東部の部歌（富

士山部部歌に似ています）披露が印象に残りました。部会・

懇親会の出席者は７７名でした。 

（出席者）渡邉実帆、相磯優子、山野弘、平野正文 

                                    報告：平野正文  

役員会報告 9／19(火）沼津ＹＭＣＡセンター 

 ＣＳ委員会→10/9（月･祝）沼津ふくＳｅｅまつりに参加 カレーショップと野菜販売（キラメッセ沼津） 

             前日夜杉山ワイズの会社で下ごしらえ。手伝える方は御協力お願いします。 

 ＤＢＣ・ＩＢＣ委員会→ 京都トップスクラブとの交流会について 

 ＣＦ委員会→10/7(土)ジャガイモ・玉ねぎ・かぼちゃが北海道 帯広より到着。 

       10/10(火)に配布予定。(小林ワイズ･大村ワイズ) 

 ＥＭＣ委員会→10/10(火)10月例会にて入会式。鈴木美代子さん(渡邉会長紹介) 

 ＹＭＣＡ→スピーチコンテストについて→2018年2月25日（日）プラサヴェルデ予約済み(大村ワイズ) 

 新しいロゴマークの愛称は「ポジティブＹ」。鳥が飛び立と

うとする瞬間の姿をモチーフにし、生命の息吹、未来へ向か

う前向きな力、平和への想いを表現しています。 

アルファベットのＹをかたどりながら、新しいスローガン「み

つかる。つながる。よくなっていく。」の３つの価値と、これ

まで赤三角形に示された「スピリット、マインド、ボディ」を内

包する構成。今までＹＭＣＡが伝えてきた価値と、これから

新しく提供しようとする価値の両方が込められています。  

10月1日 ＹＭＣＡのロゴが変わり、

新しいスローガンが発表されました 



      部会訪問   東日本区大会に向けて部会を訪問しています。 

③9/16（土） 湘南･沖縄部 部会  ワークピア横浜 

東日本区大会アピールのため、湘南・沖縄部の部会に参加してきました。会

場は横浜ＹＭＣＡからほど近いワークピア横浜。記念講演は「しあわせなら

手を叩こう」の日本語訳の作詞者でもある早稲田大学名誉教授・木村利

人先生でした。木村先生は、日本軍の侵攻時の記憶が現地の方に残って

いる時期のフィリピンに、ＹＭＣＡの学生ボランティアとして訪問滞在し、日本人に対する厳しい

視線を受けながら現地の若者と交流し、親交を深め、その中でこの曲と出会ったそうです。そし

て、歌詞は、聖書の中のことばを基にして、自分のフィリピンの方々との交流体験も交え訳詞とし

たとのことで、たいへん中身の濃いお話を聴くことができました。懇親会では、栗本理事始め熱海

クラブの区キャビネットの皆様にも手伝っていただき、東日本区沼津大会のアピールをしっかりと

行ってきました。最後は、参加者で輪になって「しあわせなら手を叩こう」を振り付けを付けながら

唱いました。中身も濃い、楽しい部会をありがとうございました。（報告：大村） 

 

④9/30（土） 関東東部 部会    千葉市美術館 

会場は千葉市美術館。昭和２年に建てられた旧川崎銀行千葉支店を美術館にした施設

で、天井の高いいかにも「昔の銀行」という雰囲気のホールで、部会と記念講演が行われまし

た。記念講演は、千葉市美術館館長の河合正朝さん（慶応大学名誉教授）で、美術館の

沿革や現在展示中の「ボストン美術館浮世絵名画展 鈴木春信」に関する解説という、

秋らしい文化薫る内容でした。講演の後、懇親会までの時間で実際に浮世絵展を観賞する

ことも出来、繊細な版画の線と色使いをじっくりと視ることができました。懇親会は、美術館最上

階のレストランで賑やかに行われ、東日本区沼津大会のアピールもしっかりと行ってきました。ゲ

ストも含め参加者７６名の、楽しい部会でした。区大会キャラバンも終盤戦になってきましたが、

行ったことのない部会への参加で気付くこともいろいろあり、勉強になっています。（報告：大村） 

熱海ＹＭＣＡ役員会・懇親会          9／14(木）    
熱海ＹＭＣＡの役員会は各クラブより活動報告、その他色々な報告事項を聞き、終了後はＢＢＱ親

睦会です。(こちらがメイン？）各クラブの会長も集まり、ちょっと良い気持ちになりながらワイズ談義に花

が咲きました。熱海クラブの青木ワイズ･メネットのおもてなしにみんな舌つづみを打ちながら、楽しい時を

過ごしました。 報告：渡邉実帆(会長） 

熱海クラブ例会参加     9／25(月）         
熱海クラブの例会に参加しました。当日は3名の入会者、タレントの泉アキさ

んのお話「癌になってわかったこと」御自分の体験から元気に楽しくお話をし

て下さいました。さすが栗本理事輩出の熱海クラブ！一気に3名入会のノル

マ達成？ＥＭＣ！ＥＭＣ！とにかくＥＭＣ！沼津も頑張らなくては、と気を引き

締めて帰路に着きました。報告:渡邉実帆(会長） 熱海クラブ入会者→ 

       富士五湖クラブの日本一高い場所、富士山五合目での『富士山例会』    

2年ぶりに参加してきました。2月の沼津クラブ50周年記念例会に多数参加していただいたお礼も兼ねて、参加さ

せていただきました。西日本区の京都プリンスクラブ、京都洛中クラブ、また東は石巻広域クラブを筆頭に（石巻広

域クラブはコメット、孫メット含めて10名の参加）10クラブの参加、総勢55名と賑やかな例会、懇親会でした。 

卓話は富士山ガイドの鈴木みどりさん、世界各国を添乗していらした体験談、そして富士山ガイドになった経緯な

ど、お聞きしました。一緒に上がった御殿場クラブの4名の協力で区大会のアピールもしっかりとさせていただきま

した。残念ながら今年も次の日が仕事の為泊まれませんでしたが、翌朝のご来光は素晴らしかったようです。 

 

 

 

報告 渡邉実帆 



 在 籍 者  18  名    スマイル \   12,010    

 出 席 者   11   名  スマイル累計 \   33,010 

 ゲスト・ビジター   3  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： 東日本区大会のアピールに実行委員長他、メンバーが回っております。少ないメンバーですが、皆で協力してひ

とつのことに向かって進むのは大切ですね。そろそろエンジンかかってきたかな？              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 №28  泉 文雄 （ドライバー委員長・A副会長）  

 夏も終わりアッと言う間に衣替えの時期になってしまいました。「まだいいかな？」なんて思いながら夏服

を着ていましたが、今日（10月5日）冬の背広を着て出社しました。御殿場地区はもう、そこまで冬が来てい

るようです。悲しいお知らせですが、元三島クラブの杉村勝巳君が亡くなりました。彼とはクラブの卓話者と

して来ていただき、その後去年の11月彦根クラブ・京都クラブの交流に一緒に行き、親しくなりました。彼に

は杉谷美砂ワイズを紹介して頂き、プライベートでも気持ちよくお付き合いをしてきましたが（私と二回り下

の犬歳、まだ４８歳）、6月末に体調を崩し入院し、治療に専念していましたが、10月4日残念な事に他界し

てしまいました。ご冥福をお祈り申し上げます。 

 今月の例会は京都トップスクラブより4名の仲間が出席してくれます。牧野ワイズの卓話・

昼間のゴルフはとても楽しみです。遠路ありがとうございます。もう一つお知らせが有ります。10月

初め静岡新聞の取材（渡邉会長・沼津ワイズメンズクラブ）が有り、センターにて渡邉会長がワ

イズについて熱く語りました。今年の会長の目標でもある、地域に根付いた活動、地域にワイズメ

ンズクラブを知っていただける活動、広く皆さんに知っていただける良い機会だと思います。そのうち

紙面を飾ることになると思います。乞うご期待。 

          ＜活 動 報 告＞ 

 

9/9（土）  北東部部会 宇都宮グランドホテル 

                  （大村実行委員長） 

9/１２（火） 例会 沼津ＹＭＣＡセンター １８:３０～ 

9/16（土） 湘南･沖縄部部会 ワークピア横浜（大村実行委員長） 

9/19（火） 役員会 沼津YMCAセンター 

9/24（日） 富士山部部会 KKRホテル熱海（渡邉・相磯・平野・山野） 

9/30（土） 関東東部部会 千葉市美術館 （大村実行委員長） 

9/30（土） 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～ 

10/9（月･祝）ふくsee ぬまづ福祉祭り    

                    <今 後 の 予 定＞  

10/14（土） 東新部部会 東京YMCA（東西線 東陽町） 

10/21（土） あずさ部部会 日本出版クラブ会館（新宿区 神楽坂） 

11/5  （日）   びわこ部部会 ウッディパル余呉（滋賀県 長浜市） 

11/14 （火）   沼津クラブ例会 ニューウエルサンピア沼津 

11/20 (月） 役員会 沼津ＹＭＣＡセンター 

１１/25（土） ワイズネメットの集い 横浜中央ＹＭＣＡ   

2016年11月 京都トップスクラブ訪問 左から2人目杉村さん ↑ 

2016年11月彦根クラブ訪問↑ 

   中田ワイズ50年に寄せて・・・・ 

「忘れられない竹内さんご夫妻の事 」   

                 中田成 

ある年、ハワイ島で区の年次大

会があり竹内夫妻とお隣の席

だった。元国際会長ということ

で、我々にはふだん余り接触の

ない方と隣り合って緊張した思いだった。本来

沼津クラブにとっては大恩人である。すでに故

人になった中村君、石井君、青木君、一藤木

君なども沼津にとっては勿論恩人だったが、

彼らはいつも強い姿勢でご指導なさるので、

本当に怖かった思いがある。竹内君は少し離

れて何時も笑顔で我々を眺めていたのが、忘

れられない。ハワイ島で初めて竹内夫人に

「我々は二人でいつも奥様を皇后様と呼ん

でいた」と告白した。昭和天皇の皇后様と似

ていたのでと言うと。「まぁ、おほほ」と高貴な感

じの笑い方だった。それ以降急に親しく、出会う

と会話をするようになった。    つづく 


