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 第 ３ ７ ９ 号      １ ２ 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１２月度例会プログラム 

 

時間     2017年12月15日（金）16時30分 

場所     ＹＭＣＡ東山荘 （7･8会議室） 

受付   鈴木千代子Y’s・小野麻利子Y’s 

司会   長田和子Y’s 

 

 

１ 点鐘 2クラブ会長 

２ 開会の言葉 長田和子Y’s 

３ ワイズソング 一同 

４ ワイズの信条 長田和子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 富士五湖クラブ会長挨拶 原 淑子会長 

８ ゲスト・ビジター紹介 大和田浩二会長 

９ 誕生日・結婚記念日祝い 各自 

１０ 出席率・スマイル 渡邉芳子Y’s 

１１ 閉会の言葉 渡邉芳子Y’s 

１２ 閉会点鐘 2クラブ会長 

在籍数   24名 メネット  3名 ｽﾏｲﾙ報告    31,000 BF活動切手      0pt 

出席者   20名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計   154,000 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    1名 ゲスト  0名 YMCA基金    8,379 累  計      0pt 

出席率  88％ ビジター 13名 YMCA累計      23,099     

修正出席率  100％ 出席者合計       36名       

11月例会報告 

１２月お誕生日おめでとう 

 １日  高橋 高義ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

２４日 若林 洋平Y’s 

 

１２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  12月25日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  12月12日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   12月11日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  12月19日(火) レストランじゅん 

下田クラブ  12月20日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 12月27日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 12月15日（金）ＹＭＣＡ東山荘 

富士クラブ 12月13日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 12月26日(火) パテオン 

 

 

今月の聖句 

あなたがたは、布にくるまって飼い葉桶の中に寝

ている乳飲み子を見つけるであろう。これがあな

たがたへのしるしである。 

（ルカによる福音書２章１２節） 

２６日 井田 松江ﾒﾈｯﾄ 

３０日 渡邉 芳子Y’s 

太郎冠者と椿サミット 

杉山 將己 

 東山旧岸邸のロータリーに、この地方ではめった

に観る事の出来ない椿が植栽されています。その椿

の名前は【太郎冠者】といいます。 

この太郎冠者の名前の由来ですが、椿に先がけて咲

き出す(よび椿)から、狂言の世界で代表的な人物

で、最初に登場する太郎冠者に因んで付けられたと

言われているそうです。この椿は関西地方に多く咲

き、「有楽」（うらく）と呼んでいるようです。 

 紫色を帯びた花は高貴な花とされて、織田信長の

弟で、織田有楽斎長益が茶の席で好んで用いたと伝

えられているそうです。 

 樹齢400年を超えるこの椿、太郎冠者を一目見て、

当時の金額で600万円で是非譲り受けたいと、所望さ

れたそうですが、瀬戸家の宝物であり譲り渡す事は

出来ないとお断りした経緯があるそうです。 

 図らずもこの度、新東名の計画路線に入り、伐採

を余儀なくされる事となり、それを知った椿の会に

より、ぜひとも岸元首相が生前所望され果たせな

かった経緯もあり、岸記念館への移植を要望し計画

実行をしたわけです。 

 樹齢400年を超える椿の移植は非常に困難と言われ

ている処ですが、御殿場財産区の協力を得て、２年

間の歳月を掛けて見事に移植に成功しました。 

 2019年には東山荘を中心とした、日本椿サミット

が開催予定となっています。御殿場ワイズメンズク

ラブも、創立30周年記念での記念植樹として、メン

バーの協力により東山荘の入り口に30本ほどの椿の

植栽をしました。 

 岸記念館の太郎冠者と共に、椿サミットの成功を

祈りたいと思います。 

ＹＭＣＡ東山荘チャリティーゴルフご報告 

 

横山 幹 

 11月15日、ＹＭＣＡ東山荘チャリティーゴルフ

大会を御殿場の富士カントリークラブで開催いた

しました。地元御殿場の方を始め、全国各地のワ

イズメンズクラブの方など、総勢58名の方にご参

加いただきました。 

 御殿場ワイズメンズクラブからは杉山(將)Y’s、

前原Y’s、稲葉Y’s、岩田Y’s、長田(尚)Y’sにご参加い

ただきました。また、御殿場ワイズの皆様には賞

品としてお米や素敵な絵画、シャンプー・リンス

セットなどをご寄附していただき表彰式で贈呈

し、参加者の皆様にも大変喜んでいただけまし

た。 

 今回のチャリティーゴルフでのチャリティー金

額は総額394,976円となりました。 

 ご支援いただきましたチャリティーの益金は、

東山荘を訪れる青少年に、より良い環境を提供す

るためのＹＭＣＡ東山荘環境整備のために使わせ

ていただきます。 

皆さまのご支援・ご協力に心より御礼申し上げま

す。  

mailto:tozanso@ymcajapan.org


１１月例会報告 

Ｂ Ｆ だ よ り   

２０１７年１１月３０日集計分 

富士山も雪化粧・朝晩少し冷え込むように

なりましたが日中は暖かい日が続きます・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。 

 今月は井田伸太郎ワイズが使用済み切手を

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１１月２７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。 

手紙が来たら使用済み切手を・飲み会ではプ

ルリングを先ず、確保を！ 

冬の大敵 ノロウィルスに関して DBCﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ奈良・名古屋東海・御殿場

３クラブ交流会 
鈴木 千代子 

 今月の例会は奈良・名古屋東海・御殿場の３

クラブ合同例会として、11月11日（土）に開催

されました。 

 前の晩は風雨がひどく、遠方から来られる方

達の事を心配してしまいましたが、朝から青空

となり、富士山も美しい姿を見せてくれまし

た。 

例会の始まる前の15時より来訪クラブの皆様を

時之栖のイルミネーションにご案内し、当クラ

ブの作品をお褒めいただき、1票を投じていた

だきました。この後、17時30分頃東山荘に戻

り、18時30分より例会となりました。 

 若林Y’sの司会で3クラブ会長の点鐘。杉山

將己Y’sの開会の言葉・ワイズソング・ワイズ

の信条と続き、聖句は堀口Y’sに依り『すべて

の人を1つにしてください』という言葉は、Ｙ

ＭＣＡの理念でもあると話されていました。 

 御殿場クラブ大和田会長より皆様にご出席い

ただいた事の謝意があり、奈良クラブの早川哲

治会長が3クラブ合同例会出席は2回目との事

で、前回来られた時、大雨で車で来るのがとて

も大変でしたが、次の日は素晴らしい天気で、

その時見た富士山がとても美しく、その姿が忘

れられず、もう一度見たいと思っていた処、今

日、又、素晴らしい富士山を見ることができて

大変嬉しいとの事でした。奈良クラブから6名

の参加でした。 

 次に、名古屋東海クラブの長谷川和宏会長よ

り、本日はクラブの中の精鋭の方達が参加して

くださったとの事で、名古屋東海クラブからは

9名の参加でした。 

 大和田会長より、ゲスト・ビジターの紹介が

あり、お土産の交換となり、奈良クラブより玉

子サブレ・名古屋東海クラブよりエビ煎餅をい

ただき、御殿場クラブはみやざきやさんのお菓

子を差し上げました。 

 食前感謝は杉山博恵Y’sでした。 

 今回は、東山荘特製鍋料理をいただき、とて

も美味しかったです。 

自己紹介となり、その中で御夫妻で参加された

野村Y’sのメネットさんのお話で、参加できた

事の喜びや介護のお話しがありました。どうか

無理をしないで頑張って欲しいと思いました。 

 他にも、富士山に3回挑戦し、3回目に登頂で

きたり、料理の先生？であったり、学校の先

輩・後輩だったりと本当に楽しい、和やかな例

会でした。 

 若林Y’sの閉会の言葉・そして3クラブ会長

の閉会点鐘で20時50分閉会となりました。 

堀口 廣司  

2017年11月11日（土）、12日(日）と奈良クラ

ブ６名、名古屋東海９名の15名の遠来の皆さ

んを迎え、御殿場は井田、稲葉、岩田、大和

田、長田(和)、長田(尚)、小野、勝又、金

光、神野、杉山(博)、杉山(将)、鈴木、芹

沢、高橋、野木、野木(メ)、堀口、前原、若

林、渡邉の総勢３６名の参加をもって２日間

の交流会を終えました。 

 12日のハイライトは時のすみかでの御殿場

ワイズのCS事業「心の輝き」と令名したイル

ミネーション見学でした。この後、記念舘食

堂での東山荘鍋に舌鼓した３クラブ合同例会

でした。ステップ２のために全国Yから集まっ

た研修生10人も加わった夕食、懇親会となり

ました。13日は三島のスカイウォーク(日本一

の吊橋体験と超大地震並みの揺れ）に童心に

戻って騒ぐおじさんたちでした。三島大社近

くの登録文化財の料亭での和食も大好評でし

た。 

  東海クラブの皆さんが「こんなに御殿場

の皆さんに良くして頂き、来年が大変だ。」

と仰ってくださいました。また、野村ワイズ

の奥様から「主人が本当に喜んでおり御殿場

の皆様にお世話になりましたとよろしくお伝

えください。」との伝言もいただきました。 

「御殿場ワイズのホスピタリティーに万歳」 

長田 尚弥 

 この季節になるとピリピリと神経を使うのが

ノロウィルスです。食中毒と言えばかつては夏

の暑い、湿度が高い時期をやり過ごせば一安心

でしたが、ここ数年前からはそうもいかずに寒

くなるとノロウィルスが流行り出します。 

ノロは細菌では無くウィルスなので飛沫や空気

感染をします。何よりも人間の腸で増殖するの

でインフルエンザの様な予防ワクチンも無く、

厄介です。 

 手洗いやうがい等で予防するしか無く、アル

コールでは死滅しないので塩素系の漂白剤で人

の触る冷蔵庫の取っ手やドアノブ等を消毒して

後は神頼みです。一方、加熱には弱いので（８

５℃１分加熱で死滅）調理場では生食の食材に

は使い捨ての手袋の使用を徹底しています。 

 この時期、嘔吐や下痢の症状が出たり家族等

にその症状が有ったらレストラン等での食事等

を控えて頂けると有り難いです。（２次感染予

防）今や年間の食中毒の７０％を占めるノロ

ウィルス、侮れません。 

 今月の７日には食品衛生協会の広報活動でノ

ロウィルスの予防宣伝カーに乗って市内を巡回

しました。感染しても症状の出ない方もいます

が、高齢者や幼児は酷くなる傾向が有ります。

とにかくトイレの後や帰宅したら手洗いとうが

いを徹底してノロやインフルエンザを予防し、

楽しい年末年始を過ごしましょう！！皆様、良

いお年をお迎えください。 

 

                              


