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 第 ３ ８ ０ 号      １ 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 

２０１８年１月度例会プログラム 

 

時間     2018年1月16日（火）18時30分 

場所     三島プラザホテル（2階ルナール） 

受付   三島クラブ 青木Y’s・渡辺Y’s 

司会   三島クラブ 岡田美喜子Y’s 

 

 

１ 点鐘 ３クラブ会長 

２ 開会の言葉 三島ｸﾗﾌﾞ 青木Y’s 

３ ワイズソング 一同 

４ ワイズの信条 司会 

５ ３クラブ会長挨拶 沼津ｸﾗﾌﾞ(渡辺美帆) 

  御殿場ｸﾗﾌﾞ(大和田浩二) 

  三島ｸﾗﾌﾞ(藤田小夜子) 

６ ゲスト・ビジター紹介 三島ｸﾗﾌﾞ会長 

７ 来賓挨拶 豊岡武志三島市長 

８ 入会式（御殿場） 髙橋 隆造 

９ 東日本区理事挨拶 栗本治郎理事 

１０ 富士山部部長挨拶 加藤 博部長 

１１ 誕生日・結婚記念日祝い 各クラブ 

１２ 出席率・スマイル 各クラブ 

１３ 閉会の言葉 御殿場ｸﾗﾌﾞ若林久美子 

１４ 閉会点鐘 ３クラブ会長 

在籍数   24名 メネット  1名 ｽﾏｲﾙ報告    19,000 BF活動切手      0pt 

出席者   20名   コメット  2名 ｽﾏｲﾙ累計   173,000 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    1名 ゲスト  0名 YMCA基金    2,923 累  計      0pt 

出席率  83％ ビジター  9名 YMCA累計      26,022     

修正出席率  100％ 出席者合計       32名       

12月例会報告 

１月お誕生日おめでとう 

 ２日  野木 朗江ﾒﾈｯﾄ 

 ５日 前原 末子Y’s 

１７日 神野 裕子Y’s 

２４日 勝俣 紀子ﾒﾈｯﾄ 

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  1月22日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  1月16日(火) 三島プラザホテル 

伊東クラブ   1月8日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  1月16日(火) 三島プラザホテル 

下田クラブ  1月17日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 1月24日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 1月16日（火）三島プラザホテル 

富士クラブ 1月10日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 1月23日(火) パテオン 

Ｂ Ｆ だ よ り   

２０１７年１２月３１日集計分 

２０１７年押しつまりました・どんな年

でしたか？メンバー及び家族の皆様はいか

がお過ごしでしたか？ 

希望を持って２０１８年戌年に邁進しま

しょう！ 

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７００グラム

のプルリングを届けてくださいました。伺

いましたら広島の友人がたくさん貯めて

送って下さったとの事でした。ありがとう

ございました。メンバーの皆様いろいろと

努力されてるんですね… 

 なお、去る１２月１３日に小山町社会福

祉協議会にプルリングを２０００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！ 

 良いお年を！ 

（昨年12月時点の文章ですので、そのおつ

もりでお読みください。） 

 

 

今月の聖句 

 わたしたちは、あなたがたおのおのが最後まで

希望を持ち続けるために、同じ熱心さを示しても

らいたいと思います。 

（ヘブライ人への手紙 第６章１１節） 

２６日 小野 健二ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

２６日 鈴木 義典ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

３１日 前原 和敏ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

１月ご結婚おめでとう  

 自己申告してください。 

歌って笑顔に 

高橋 啓子 

 平成の杜でのボランティアはティータイムの支

度は勿論ですが、入所者の方々と会話をし、癒

しのひと時を過ごす事もできればとスタートいたし

ましたが、なかなかその域にゆかずにおりました。 

 そこで今回はかねてより計画をしていたカラオ

ケ大会を実施することになりました。 

入所者の方々は次々と得意な歌を熱唱され、

中には「自分は歌えないが、聴きたい歌があ

る。」という人もいて、私達で記憶をたどりながら

歌ったりしました。驚いたのは103歳のおばあさん

が北島三郎の「山」をしっかりと歌ったことでした。 

ワイズメンバーも歌姫？前原さん、岩田さんなど

が歌を披露し、又「きよしのズンドコ節」で民謡踊

りの炭坑節がぴったり合い皆で輪になって踊り、

盛り上がる事ができました。何より、おじいさん、

おばあさんが、歌を口ずさんだり手拍子を打った

り、いつもと違う笑顔をみせ、輝いている様で本

当に私達まで嬉しくなったカラオケ大会でした。

又、このような機会をつくり、皆の笑顔に会いたい

と思いました。 

ワイズメンバー参加者（７名）金光、前原、芹澤、

稲葉、岩田、神野、髙橋 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


１２月例会報告 CS、ユース、国際活動の融合としての活動 

～第19回アジア賞授賞式(松本クラブ主催)～ 

三島クラブ農園を訪ねて 

長田 和子 

 12月10日三島クラブ農園で収穫された野菜を販売

するというので前原、芹沢、渡辺、金光、長田（和）の５

人で訪れた。 

 1号線を箱根方面に登り、市立坂小学校の裏にまわ

ると、箱根の山並みの奥に富士の頂きを望む景色に

思わず描きたいと思った。 

藤田会長から「先日の４０周年には多数参加し、又お

手伝いもいただき、ありがとうございました。」と立派に

育った野菜の前で挨拶がありました。 

 大根、白菜、キャベツ、ブロッコリーはどれも１００円

人参は６本１００円です。好きなものを収穫してください

の声にそれぞれ畑に入って収穫およそ１時間で３台の

車は満載トラックで来れば良かったとの声も。 

 帰ってすぐ白菜を漬け大根は豚汁、酢漬け葉はゆで

て炒めたものにキャベツはロールキャベツに人参は松

前づけにどれも、とても柔らかくて美味しかった。 

三島クラブの皆さんの汗の結晶に感謝です。 

小野 麻利子 

 今月の例会は富士五湖クラブ合同特別例会とし

て、12月15日開催。まず、16:00よりバタバタとバ

ザーの準備をし、16:30より長田和子Y’sの司会、富

士五湖クラブ原会長と大和田会長の点鐘で始まりま

した。 

 会長挨拶は、大和田会長より東山荘感謝会に合

わせ15日例会とし、バザー品協力の謝意と、この収

益金は地域奉仕に使用させていただくとのお話でし

た。 

 次に富士五湖クラブの原会長より、５名での参加例

会と感謝会参加への感謝の言葉を。ゲスト・ビジター

の紹介で富士五胡クラブ５名、伊東クラブ３名、栃木

の諏訪Y’s、野木メネットの紹介がありました。 

１２月の誕生日は４名、結婚記念日は１名でした。 

 渡辺Y’sの感謝会終了後は是非時之栖に立ち寄り

Y’sのイルミネーションを見て行ってください！の言葉

で閉会となりました。 

 その後バザーを開始、皆さまから寄せられた品々も

盛況のうちに販売できました。イベントがある度に、ワ

イズの団結力に感動します。引き続いて東山荘感謝

会。 

 今年も御殿場地域のご招待の中にワイズも参加さ

せていただきました。 

美味しい料理に感激し、 

 

 

 

 

コンサートに感動し、 

スクリーンでの子ども達の元気な姿に感心した楽しい

ひと時、ありがとうございました。 

ＹＭＣＡ東山荘感謝会 

ＹＭＣＡ東山荘 横山 幹 

 2017年12月15日、今年度の東山荘感謝会が行

われました。ＹＭＣＡ東山荘は1915年にこの地に開

設されまして今年7月で103年を迎えようとしていま

す。その感謝の気持ちの一端を表し、いつもお世話

になっている地域の皆さまと共に、このような宴の機

会を持たせていただいております。 

 感謝会ではおいしいお食事をとりながら森直樹(モ

リ・ナオキ)さん・森千音子(モリ・チオコ)さんご夫妻の

クリスマスコンサートとして『諸人こぞりて』や『ノエル・

ノエル』、『きよしこの夜』などご参加いただいている

皆さまと一緒に歌をうたって楽しんでいただきまし

た。 

 また、ＹＭＣＡ東山荘の日頃行っている活動とし

て、ネイチャープログラム、東山観光協議会、東山

青少年広場の紹介をそれぞれ担当より行い、 今年

2017年10月1日より、新しくなった日本全国のＹＭ

ＣＡのロゴマーク「ポジティブＹ」の紹介させていただ

きました。 

 なお、今回の感謝会では御殿場ワイズの皆さまの

協賛として三島ｸﾗﾌﾞ農園の大根を使用した料理

『富士の国ポークの角煮風 三島Ｙ‘ｓの大根添え』

をご参加いただいた皆さまに召し上がっていただき、

ご好評いただきました！ 

おいしい大根をありがとうございました。  

大和田 浩二 

 12月16日(日)14:00より、長野県松本市の梅風

閣にて52名の参加者を得て開催されたアジア賞

は、松本地区にある信州大学などの大学、専門学

校のアジアからの私費留学生を対象に小論文コン

テストを行うものの授賞式ですが、単なる賞状や賞

品の授与にとどまりません。日本での留学を通して

自国文化の再確認、異国での不安や葛藤、希望や

夢を、スライドなどの画像を用いて皆さんに発表し、

その後の交流会では発表を聞いた参加者との話に

花が咲いて、参加者と留学生との心の壁が取り払わ

れた素晴らしい国際交流活動となっています。 

 第18回の昨年からこのスタイルに変化しています

が、2部と3部の司会は、かつての留学生で松本クラ

ブのメンバーになったニイさんや留学生OBが務める

など、運営も留学生に非常に近い人たちが行ってい

るのは、ワイズの活動の進め方にとても参考になるも

のだと思いました。 

 松本という地方都市の、一見国際からは遠い存在

のような地域で、素晴らしい国際活動であり、CS、

ユース活動としても一流のものだと感じます。 

 実は、私はこのアジア賞を第1回から見させていた

だいていますが、現在11名で苦労しつつ歩んでいる

松本クラブが、この活動に関しては途切れさせない

で続けている姿を、私たちも大いに見習いたいと思

います。 

選考委員の大学教授が、「来年は20回を迎える」を

何回も言っていたので、松本クラブのメンバーに、「絶

対に止められませんね。」と話しかけ、笑顔で返され

ました。 


