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

The Y’s Men’s Club of Gotemba  

 第３７８号      １１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１１月度例会プログラム 

 

時間     2017年11月11日（土）18時30分 

場所     ＹＭＣＡ東山荘 (１号館記念館食堂) 

受付   鈴木千代子Y’s・小野麻利子Y’s 

司会   若林久美子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 御殿場クラブ会長挨拶 大和田浩二会長 

７ 奈良クラブ会長挨拶 早川哲治会長 

８ 名古屋・東海クラブ会長挨拶 長谷川和宏会長 

９ ゲスト・ビジター紹介 大和田浩二会長 

１０ 食前感謝 杉山博恵Y’s 

１１ 誕生日・結婚記念日祝い 各自 

１２ 出席率・スマイル 各クラブ紹介 

１３ 閉会の言葉 野木重治Y’s 

１４ 閉会点鐘 ３クラブ会長 

在籍数   24名 メネット  0名 ｽﾏｲﾙ報告    20,000 BF活動切手      0pt 

出席者   20名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計   123,000 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    3名 ゲスト  2名 YMCA基金    3,701 累  計      0pt 

出席率  83％ ビジター  0名 YMCA累計      14,720     

修正出席率  100％ 出席者合計       25名       

10月例会報告 

１１月お誕生日おめでとう 

 ３日  大和田 節子ﾒﾈｯﾄ  

１０日 若林 久美子Y’s 

１２日 杉山 早苗ﾒﾈｯﾄ  

１１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 

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  11月27日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  11月14日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   11月13日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  11月21日(火) レストランじゅん 

下田クラブ  11月15日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 11月22日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 11月9日（木）ＹＭＣＡ東山荘 

富士クラブ 11月8日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 11月28日(火) パテオン 

 

 

今月の聖句 

父よ、あなたがわたしの内におられ、わたしたち

があなたの内にいるように、すべての人を１つに

してください。 

（ヨハネによる福音書第１７章２１節） 

１９日 鈴木 千代子Y’s 

３０日 杉山 將己Y’s 

イルミネーション「心の輝き」 

 

前原 末子 

今年もイルミネーションの季節がやって参り

ました。 

今年のテーマ「ダイヤモンド・万華鏡の輝

き」でした。 

どうしたら良いものかと思いながらも、忙し

さに感けて時の栖の担当者に報告すらも忘れ

てしまいました。 

逆に電話をいただき「もう期限が過ぎている

けど急いで題名と絵を描いて送ってくださ

い」との事。今日中にということで思いつい

た絵を描いてファックスしました。 

それからは杉山ワイズをはじめ３～４人の人

たちと相談しながら、飾り付けをはじめまし

た。 

 

 

 

 

 

毎年テーマが変わりますので、同じようなも

のを出す訳にはいきません。 

このイルミネーションは、ワイズのＣＳとし

て御殿場では大変大きな行事の一つとなって

おります。 

半年間延べにして５０万人の人たちが見に来

るということです。 

思いやりの心、誠実の心、

そして強い心、今年の題名

はこれらの心を題して「心

の輝き」としました。 

 「十五夜」に想う事 

 

勝又 貴恵子 

１０月に入り気温３０度を越える日があったかと

思えば次の日には１４度近く下がり、又その上秋

雨前線や台風２１号で何日も雨、雨、雨… 

後期高齢者になりますと身に応え一段と寂しさが

つのり、気持ちに余裕もなく、先の事は出来るだ

け考えないように調整をし、逃げ道として子ども

の頃の思い出に浸る事が多くなります。 

本来今が一年で一番私の好きな季節です。実りの

秋、収穫祭、新甞祭、祭りも多く、どこの家でも

家庭行事の一環として、中秋の満月には一升瓶に

ススキ、萩、野菊など飾り、畑でできたてのさつ

ま芋、里芋、柿や栗の実等、三方一杯に盛りお月

さんの見える場所で十五夜を祝いながら家族揃っ

ての楽しい夕食。十五夜で曇って月が見えなかっ

た時の事、同じお祭りをし月が見えなくとも雲の

上には同じまん丸のお月さんが見守ってくださる

と云った母の言葉を思い出します。 

今職業柄１０月に入りますと、月見だんごや月見

まんじゅうを販売しています。子どもの頃と同じ

ように、十五夜には一升瓶にススキやコスモスを

飾り店先に三方と共にお供しお祝をいたします。

現在では寂しい時に月をめ・で・る風習が段々と

薄れて来たような気がいたします。厳格な父親、

優しかった母親、年中行事を節目・節目を大切に

暮らした日を。親の働いている姿こそ心に残る思

い出として、私の人生の羅針盤であったような気

がしております。 

 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


１０月例会報告 

Ｂ Ｆ だ よ り   

２０１６年１０月３１日集計分 

富士山も雪化粧・朝晩少し冷え込むようにな

りました。メンバー及び家族の皆様はいかがお

過ごしですか？ 

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。 

今月は鈴木千代子ワイズがプルリングを７５

０グラム、また金光京子ワイズもプルリングを

３７００グラム届けてくださいました。ありが

とうございました。 

なお、去る１０月３０日に小山町社会福祉協

議会にプルリングを２６００グラムお届けいた

しました。ご協力ありがとうございました。 

じゃがいもファンド 例会終了後、秩父宮記念公園を散策されるとの

ことで金光ワイズと二人でご一緒させていただ

きました。紅葉には早い時期でしたが愁明菊、

サフラン、秋丁字、コスモスなど秋雨とともに

静かな風情でした。 

お住まいを見学され防空壕に入られお茶をされ

１時間ほどでしたが、楽しまれたと思います。

唯感心されていたのが御殿場市民が一緒だと全

員無料で入館できるというのには驚かれていま

した。時期を変えて又来たいとの感想でした。 

（渡邉芳子） 

 

 

若林 久美子 

１０月１４日（土）に甲府ワイズメンズク

ラブの皆さんが移動例会で東山荘に見えま

した。甲府から一時間半で来られたとのこ

とで、「これから新しい東山荘をたくさん

利用して御殿場ワイズメンズの皆さんと数

多く交流したい。御殿場クラブの皆さんも

ぜひ山梨へいらしてください」とおっ

しゃっていました。お土産にバナーと信玄

餅をいただきました。こちらからも御殿場

のバナーを渡すことができ、交換できまし

た。美味しいカレーとハヤシライスの両方

を楽しめる贅沢なお昼を皆さんおかわりを

していただきました。サラダとコーヒー・

紅茶も付きました。そして希望者はソフト

クリームも食べられます。少し寒かったけ

ど皆さん喜ばれて召し上がっていました。

お昼の後、新しい東山荘は初めてとのこと

で、しっかり見学していただき、フィッ

シャー館へ皆で移動して、堀口所長から東

山荘の歴史をお話いただきました。御殿場

ワイズの参加者は、金光ワイズ、渡辺ワイ

ズ、高橋ワイズ、堀口ワイズ、若林ワイズ

でした。御殿場クラブとの例会の違いは、

例会の中で「YMCAの歌」を皆さんで歌う事

でした。とても良い交流ができて良かった

です。 

稲葉久仁子 

今年のジャガイモ配達日は台風にあたってし

まい、皆さんに大変心配をお掛けしました。

当日は日曜日という事で、日通さんより配送

を１４日（土）にして欲しい旨の連絡があ

り、杉山將己ワイズにお世話になり置き場所

を急いで整えていただきました。若林久美子

ワイズにはテントをお借りし、東山荘の皆様

にもお手伝いいただき、雨の中でも受け入れ

準備万全となりました。 

届いた荷物の数を点検して、確認するとまず

はひと安心です。１５日朝９：００集合、雨

の中時間厳守、今年の注文数は全部で７７９

箱です。間違いなく配分できるかドキドキし

ていましたが、さすが皆さん。長年やってこ

られたベテランで数える人、分ける人、運ぶ

人、鎌野さんの見事なリフトの運転。声をか

け合いながらテキパキと仕事が進み間違いな

く終了。本当にお疲れ様でした。 

作業終了の後、杉山將己ワイズの奥様の手料

理で豚汁、炊き込みご飯、お漬物のご馳走

と、みなさんからの差し入れで一服…。ご馳

走さまでした。運賃の値上りで６００個以上

の注文をお願いしたり、リフトの手配を杉山

將己ワイズが鎌野泉さんがリフトの運転を快

く引き受けてくださり、皆さんには注文をし

ていただきご協力に感謝です。ありがとうご

ざいました。 

甲府ワイズメンズクラブ移動例会 

7月報告 

ｽﾏｲﾙ報告:47,000 ｽﾏｲﾙ累計47,000 YMCA基金:2,936 YMCA累計:2,936 

8月報告 

ｽﾏｲﾙ報告:21,000 ｽﾏｲﾙ累計:68,000 YMCA基金:4,147 YMCA累計:7,083 

9月報告 

ｽﾏｲﾙ報告:35,000 ｽﾏｲﾙ累計:103,000 YMCA基金:3,936 YMCA累計:11,019 

今後このようなことがないよう、以後気を付けていきます。（横山幹） 

スマイル・ＹＭＣＡ基金累計訂正のお詫びと報告 

スマイル・ＹＭＣＡ基金累計が前年度から繰り越しとなって

しまっておりました。７月からの累計で訂正し、ご報告させ

ていただきます。 

杉山 聰子 

10月12日今月の例会にはゲストとして巣瀬様が

出席してくださいました。 

卓話は、いつもワイズでお世話になっている「横

山幹さん」の話を聞きました。 

普段大人しい雰囲気で、物静かな声で話される彼

女からは考えられないような内容でした。 

「現代のユースとして」という事で、横山さんが

昨年と今年の夏に参加した東山荘での1週間の研

修「地球市民育成プロジェクト」に参加した時の

お話や、その後の活動のについてお話して下さい

ました。 

この研修は世界の課題や問題に一人ひとりが関心

を持ち、少しずつ変化を起こすユースの育成を目

的としているそうです。 

研修はインドネシアや、東ティモール、ラオス、

中国、韓国など海外の研修生、日本全国の学生

YMCA、スタッフと共に学んだそうです。 

今は大和田会長のご紹介で知的・発達の障がいを

持った子ども達と毎月1回行われる山梨YMCAの

野外活動に参加しているお話を聞きましたが、ど

の子も純粋で素敵な子が多いのだと感じました。 

行動力は活動的で積極的、素晴らしいボランティ

ア活動をしている。今時の若者もすごいな、と感

心しました。 

私達の知らない世界、貧困、人種差別などなど、

考えさせられました。 

そして、私達ワイズの会では何を応援し、具体的

に何をしていったらいいのか？ 

また、私達大人が何をしなければならないのか？ 

個人的にはどうしたらいいのか？ 

考えさせられた卓話でした。 

横山幹さん、とても素晴らしいお話ありがとうご

ざいました。 


