
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３７７号      １０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１０月度例会プログラム 

 

時間     2017年10月12日（木）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   稲葉 久仁子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 堀口廣司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 杉山聰子Y’s 

９ 卓話(現在のユースとして) 横山幹 

１０ 誕生日・結婚記念日祝い 各自 

１１ スマイル・YMCA基金 渡邉芳子Y’s 

１２ 閉会の言葉 司会 

１３ 閉会点鐘 会長 

在籍数   24名 メネット  1名 ｽﾏｲﾙ報告   35,000 BF活動切手      0pt 
出席者   21名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計 1,351,20 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    3名 ゲスト  3名 YMCA基金   3,936 累  計      0pt 

出席率 87.5％ ビジター  4名 YMCA累計    329,142     
修正出席率  100％ 出席者合計       29名       

９月例会報告 

１０月お誕生日おめでとう 

 １日  杉山 平太郎ﾊﾟｰﾄﾅｰ  

 ５日 勝俣 得男Y’s 

２７日 長田 和子Y’s  

３１日 大和田 浩二Y’s 

１０月ご結婚おめでとう  

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 

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  10月23日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  10月10日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   10月 9日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  10月17日(火) レストランじゅん 

下田クラブ  10月18日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 10月25日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 10月12日（木）ＹＭＣＡ東山荘 

富士クラブ 10月11日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 10月24日(火) パテオン 

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！！ 

 

 

今月の聖句 

御殿場市ふれあい広場に参加  

井田 伸太郎 

去る９月３０日（日）に「ふじざくら」で標記

の催しが好天に恵まれ行われました。 

先ずはじめはヨーヨーを入れるプールの空気入

れから始まりました。 

大きいプールで要領が分からず皆大奮闘・ロー

テーションでエッサエッサ…たまりかねて労力

奉仕で。神野パートナーも駆けつけてください

ました！ 

 

 

 

 

 

次はヨーヨー作り！これは皆順調でした！いよ

いよ開会式皆さん参加！ 

ブースに戻り例のように、子ども達にヨーヨー

釣り、付添いの親も真剣でした。 

瞬く間に無くなり、あとはプラスチックのボー

ルを差し上げました！ 

同じブースで東山荘のグッズを販売。ここで若

林ワイズとコメットさんが大活躍。売り上げ伸

ばしに貢献！ 

お茶と焼きそばの昼食を個々に食べ、１２時半

ごろ急遽駐車係を依頼され交代で南側の駐車場

に。 

 午後２時ごろ東山荘の施設の方々の応援で

テントの撤収、無事終了。 

参加者は名簿順で長田和子・杉山將己・若林

久美子・渡邉芳子・前原末子・大和田浩二・

芹澤次子・高橋啓子・稲葉久仁子・岩田郁

代・鈴木千代子・神野裕子・若林パート

ナー・若林コメット２名・井田伸太郎 

 来賓として、若林洋平ワイズ、外のブース

で勝又貴恵子・神野パートナー 

 お疲れ様でした！ 

終わりに、兄弟たち、喜びなさい。完全な者にな

りなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしな

さい。平和を保ちなさい。そうすれば、愛と平和

の神があなたがたと共にいてくださいます。 

（コリントの信徒への手紙二 13章11節） 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


９月例会報告 富士山部部会・懇親会報告 

若林 久美子  

 ９月２４日（日）１３：３０～１７：００

にKKRホテル熱海にて「第４０回富士山部 

部会・懇親会」が行われました。 

 熱海市長は都合がつかず見えませんでした

が、東日本区理事になられた栗本治郎さんや

東日本区直前理事の利根川恵子さんなどが見

えました。各主任や主査から事業報告があ

り、前原東日本区地域奉仕主任と金光富士山

部地域奉仕主査からも事業報告がありまし

た。 

また、富士山部部長から各クラブの会長に、

２０１６年度のワイズ活動に

対し、感謝状の贈呈がありま

した。その他特別に、御殿場

クラブの杉山将己ワイズが富

士山部部長賞をいただきまし

た。おめでとうございます！

熱海クラブ、熱海グローリークラブ、伊東ク

ラブにそれぞれ新入会員があり、紹介され、

部会は１５：００に閉会となりました。その

後懇親会会場へ移動し記念撮影をして、懇親

会が始まりました。「華志づ本ローズ一座」

という不思議な一座の歌と踊りのショーがあ

り、１７：００まで中華のお料理を戴きなが

ら楽しく懇親を深めることができました。お

疲れ様でした。 

参加者：大和田会長、前原ワイズ、金光ワイ

ズ、杉山将己ワイズ、芹澤次子ワイズ、鈴木

千代子ワイズ、神野ワイズ、岩田郁代ワイ

ズ、若林久美子ワイズの９名でした。 

渡邉 芳子 

 

 ９月１４日秋風の立ち始めた夕べ９月親睦バーベ

キュー例会が大和田会長点鐘ではじまりました。 

会長挨拶の中に私にとっては聞きなれない言葉が

ありました。 

ジェンダーフリークラブという、御殿場クラブにはふさ

わしい言葉だと。 

これは元々ラテン語で、従来の固定的な性別による

役割分担にとらわれず、男女が平等に自らの能力を

生かして自由に行動、生活できる事と定義されてい

ます。まさに私達のクラブそのものの気がします。個

人個人の持っている特徴を生かし少しでも前に進み

たいと思います。 

 甲府クラブ例会では前原ワイズが力の入ったス

ピーチをされたそうです。ゲスト、ビジター紹介で、三

島クラブより4名の参加者、神戸ＹＭＣＡから東山荘

にインターンとして来ている横道さん、東山荘スタッ

フであり、御殿場ワイズのブリテンを作ってくれている

横山さんの出席で２８名でした。 

 食前感謝では、杉山聰子ワイズが食欲があって食

べれることがどれだけ幸せな事かを話され、乾杯の

音頭は杉山將己ワイズと井田ワイズが譲りっこして井

田ワイズ。 

ビール、お酒、ソフトドリンク、肉、海鮮、野菜、果物、

おにぎり、稲荷、赤飯と皆さんからの差し入れ盛り沢

山で、親睦委員の山本ワイズのお骨折りに感謝で

す。 

その後、一言卓話でした。 

施設で野菜作りをされている三島の青木さん。 

四男さんの結婚、そして初孫に恵まれて幸せな渡邉

近子さん。 

ワンちゃんと二人仲良く暮らす平和な堀口さん。 

富士山に今年７回登った横道さん。 

インドネシアに植林のボランティアに１週間行か

れていた日吉さん。 

ああ見えてと光永さんに紹介された横山さんは

英語だけでも生活できる程堪能だと自分はさてお

きべた褒めでした。その横山さんも畑作りに興味

を持ち畑の師匠に教えを受け、人との出会いを

大切にしていきたいと話された。 

若林久美子ワイズからは平成の杜でのボランティ

アがとてもいいひと時をつくってくれて感謝をと。 

若林市長ワイズは、２，３日前の富士山にかかる

夕焼けの美しさと私たちには見慣れている富士

山でも初めて富士山を見た方、他から訪れた方

に今日の富士山は素敵だと、富士山に守られて

幸せだと伝えて欲しいと。 

その言葉に慣れていて当たり前の風景でもその

人には一期一会に通じるものなのだと改めて思い

ました。 

それぞれの一言が大事な時、思いを語られ有意

義な例会となりました。 

書ききれない方も多数おりますが、秋の風と共に

心に刻んでおきます。 

三島クラブ青木さん、渡邊さん、日吉さん、光永

さん出席感謝します。 

ワイズメンズクラブ国際協会 ＤＢＣ 

３クラブ合同例会のご案内  

奈良・名古屋東海・御殿場 ３クラブ合同例会のご案内 

今年は秋の富士山と三島のウナギを楽しみませんか。 
 

日程 

2017年11月11日（土）  

15:00  YMCA東山荘集合 

      （御殿場クラブは出来るだけ14:00） 

15:30    市内温泉・とらや工房（岸邸）・アウトレット 

18:３0  ３クラブ合同例会（東山荘記念舘食堂） 

11月12日     

 9:00  三島に向け出発 

10:00  三島スカイウォーク（雨天：時のすみか） 

11:30  三島市内鰻店 

13:00  解散   
 

会費 13,000円（１泊３食）   

(御殿場クラブメンバーは、スカイウォーク・その他施設実費)  

（昼食鰻は3,750円） 

申込 11月４日までにお申込みください。 

（御殿場クラブメンバーは、渡邉ドライバーへ） 

全長400m、歩行者専用としては日本一長いつり橋。 

富士山や駿河湾・伊豆の山並みなど橋の上から一望で

きる絶景をお楽しみください。 

事務局  御殿場クラブIBC 堀口・井田・野木 

 412-0024 御殿場市東山1052  

 TEL:0550-83-1133 FAX:0550-83-1138 

 E-mail: horiguchi@ymcajapan.org    


