
  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 』 

 

    ２月TOF例会プログラム 

         2018年２月1３日(火) 18:30～ 

           場所：沼津YMCAセンター 

               司会：稲田Y’s 

  開会 点鐘             渡邉 会長 

  開会の言葉             泉  Y’s 

  ワイズ信条＆ソング           大山 Y’s 

  会長 挨拶             渡邉 会長  

  誕生日&結婚祝い          

 食前の感謝             小林 Y’s 

   

 出席率＆スマイル/各委員会 報告 

  閉会の言葉                       大村 Y’s 

  閉会 点鐘              渡邉 会長 

 

2018年 ２月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

   ～今月の聖句～             

  

  私は、あなた方のことを思い 

  起こす度に、私の神に感謝し、 

  あなた方一同の為に祈る度に、 

  いつも喜びを持って祈っています。 

      

  ピリピ人への手紙  

      １章３～４節 

   

    

   ☆February☆  

       Happy Birthday 

   2 日       中田 成ワイズ 

  13日      山野メネット 延子さん  

Wedding Anniversary    

 該当者ありません。   

＊2/22はネコの日（にゃんにゃんにゃん） 



   1月 ３クラブ（沼津・三島・御殿場クラブ合同例会報告 1月16日（火）三島プラザホテル 

一月例会は恒例の3クラブ合同例会。今回は三島クラブのホストで、三島プラザホテルで行われました。

御殿場クラブ入会式も執り行われ、『EMC』幸先良いスタートです。さぁ！後半戦が始まりました。富士

山部長公式訪問ということで、加藤部長の出席、そして熱海クラブ栗本理事を初めとする区のキャビネッ

トも出席してくださっての例会はとても賑やかでフレンドリーな例会でした。又豊岡三島市長もご臨席くだ

さって、三島市のPR?さすがです。熱海クラブの齋藤市長、御殿場の若林市長はワイズメンです。やはり

活動の場のBOSSが身近にいてくださると心強いと思います。沼津も頑張らなくっちゃ！と刺激を沢山いた

だいた例会でした。区大会に向けてそろそろエンジンかかってきました。メンバー一丸となり成功させよう！

と思う気持ちは皆同じ。沼津の力をそろそろ発揮する時です。後半も頑張りましょう。      

    富士山部役員会 評議会報告   1月14日（日）熱海YMCAセンター 

1月14日（日）富士山部役員会と評議会が熱海YMCAセンターにて開催されました。

各クラブ会長、役員、部の役員の出席で行われました。評議会に先立って役員会

が開催されましたが、色々な審議事項がありちょっと時間が押し、評議会の開始

が少し遅れました。評議会では各クラブから報告、連絡事項などが発表され、他

クラブの素晴らしい報告に「残り半期も頑張らなくては！」と自分自身を奮い立

たせた役員会と評議会でした。部のことをもっと理解し、7月からの準備に今から

取り掛からなければと思っております。富士山部はいつも同じ日ですが、時間が 許せば、役員会と評

議会は別の日でも良いのではないかと思いました。                報告 渡邉                      

東日本区大会案内を発送、特設ホームページも開設し、いよいよ登録受付が始

まりました。１月中旬以降、大会案内を全国のワイズの皆様に発送する準備を進

めてきました。大会ご案内として封入するパンフレットやプログラム等の校正も終わ

り、２月３日（土）、２月１０日（土）の２日間で。メンバー一同で封入作業を行いまし

た。そして、無事に２月１０日に沼津郵便局から発送し、同日、大会特設ホーム

ページも開設することが出来ました。写真は、２月１０日の封入作業の様子（ＹＭＣ

Ａ沼津センター）です。仲間と分担したことで、一気に仕上げることができました、

連日動いていただいたメンバーの皆様に感謝

いたします。また、大会特設ＨＰについては、三

島クラブの石川ワイズの力を借りて、素晴らし

い出来映えのものが立ち上がりました。いよい

よ、区大会本格化します。がんばりましょう！  

                  実行委員長：大村 

 

 第2回 外国人の為のスピーチコンテスト 2月25日（日）13：00～   

 プラサヴェルデ 4階会議室   演題   「私のふるさと」 一人5分程度  

 ＊日本大学、国立沼津高専の学生がエントリーしています。 どなたでも聞くことが出

来ます。是非多数のご参加をお待ちしております。 

  「今年の抱負」    祭り日     CF委員長 小林 隆 

私は祭りが好きです。写真集「祭り日」には、情感あふれる祭りの光景が美しい心象風景となって描かれ

ています。私の師匠で「祭り日」の著者は、「祭りの若月」と呼ばれ、フォトグラファーから一目置かれてい

ました。威勢よく汗だくで神輿を担ぐ若者、笛を吹きお神楽を舞う青年団、晴れ着に化粧が似合う少女、

肩車で祭りを楽しむ親子、顔役の旦那衆等々、祭りを継承し家族や地域で祝い楽しむ姿が２０年の時

を経て私の心に共鳴します。 

日本人の心には、生まれつき備わっている理屈でない祭りＤＮＡがあるようです。久しぶりに開いた写真集

を眺め、写真を始めたころが蘇ってきました。そうだ、また「今は亡き師匠と共に、日本の心を映す写真を始めよう」と決めたしだ

いです。 今年の抱負は、「祭りは楽しい、初心に帰るで行こう」です。ワイズも然り！ 

http://www.global-ad.jp/ys-east21/  

http://www.global-ad.jp/ys-east21/


      「２０２０年東京五輪・パラリンピックのレガシーを！」     稲田精治 

今年の東日本区大会は沼津ワイズメンズクラブのホストで沼津駅前の「プラサヴェルデ」で開催される。その準備も

順調に進み、記念講演はバルセロナ・オリンピックで名言「今まで生きてきた中で、一番幸せです」と語り一躍時の人と

なったオリンピック最年少金メダリストの岩崎恭子さんを講師にお迎えすることになった。２月９日から平昌冬季オリンピッ

クが韓国で開催されており日本選手の活躍が期待される。 

昨年7月３０日、東京五輪・パラリンピックの３年前イベントが日本サイクルスポーツセンターの「伊豆ペロドローム」で開

催された。東京五輪アンバサダーを務める岩崎恭子さんから開催地に五輪旗とパラリンピック旗が手渡された。これか

ら交通アクセスの改善や宿泊施設の確保、競技会場の設備増設などが進み、自転車競技のイベントが開催されるこ

となど、東京五輪・パラリンピックの機運が急速に盛り上ってきた。自転車競技の花形種目、ロードレースが東京から富士山に向かって

走ることも２月３日に決まり、地元の期待は大きい。１９６４年、前回の東京オリンピックを機会に東海道新幹線の開業で高速鉄道時代

が幕を開け、その前年に名神高速道路の一部開通で車が時速１００kmで走る高速道路時代が到来した。交通インフラが飛躍的に

整い、日本経済成長のきっかけとなった。 

２０２０年、東京五輪・パラリンピックでは、少子高齢化と人口減少への取り組みと共に、IT（情報技術）やAI（人工知能）、IｏT（モノの

インターネット）、フィンテック（ファイナンシャル・テクノロジー）などの技術開発が予想を超えて社会に変革を促すことが予想される。多くの

地方都市がこのままでは消滅可能性都市と言われているが、ITやAI、IｏT、フィンテックなどの技術革新により、働き方が見直され、働く

ことの意味も変わることが予想される。４年前に静岡県と２０の市町、地元企業で東部地域スポーツ産業振興協議会（通称名：ｅ-ｓｐ

ｏ）が設立された。サイクル愛好者のためにサイクルラックの設置を進めてきたところ、東京五輪・パラリンピックの自転車競技がこの地で開

催されることになり、俄かに役割が大きくなった。最近では起伏の激しい特徴を生かしたサイクリング、炭焼きの木を伐採してできた道のモ

トクロス、ポイント獲得のシクログ、公道を閉鎖して競うクリテリウム大会などが開催されている。ĪターンやＵターンのサイクリスト、地元の有

志がサイクリング教室やサイクリング大会の企画、狭い道路の矢羽根表示の提案など、この地域がサイクルメッカになる機運が盛り上

がってきた。今回の東京五輪・パラリンピックは新幹線網や高速道路網などの交通インフラに加え、情報インフラが整備されてきたことと、

コストダウンを目的に北海道・福島・宮城・茨城・埼玉・神奈川・山梨・静岡などの広域開催となる。多くの国民が参画し、知恵を絞って

開催準備にあたることで、産業構造や国民意識の改革につながることを期待する。 

     ＜在京ワイズ合同新年会＆Y―Y's湘南・沖縄部合同新年会＞  相磯優子                               
１月１３日（土）、東京、横浜とワイズ新年会のはしごをしてまいりました。まずは、しののめYMCAこども

園で東京ベイサイドクラブが主催する在京合同新年会。第１部「礼拝」では堺福音教会東京チャ

ペルの北秀樹牧師より奨励を頂きました。第２部の会場設営の時間にはウエイティングBARよろしく

「日本一周酒巡り」と銘打ち日本各地の清酒・焼酎・ワイン等々振る舞われました。多種多様大

量のお酒を利き酒してしまいました。第２部「懇親会」はベイサイドクルーによる和太鼓演奏でオープ

ニング。元メンバーのシェフによるインド料理、サックス演奏などでおおいに盛り上がり、アピールタイム

では、栗本理事スタッフと第２１回東日本区沼津大会のアピールをして参りました。閉会後直ちに

横浜山下町・ワークピア横浜へ移動。Y－Y'S湘南・沖縄部合同新年会は厚木クラブの小松会

長のトランペットのファンファーレにて開幕。金子部長の挨拶に続き、在京新年会でもご一緒でした田口総主事のご祝辞。加藤ワイズの

乾杯で会食・歓談となりました。久しぶりにお目にかかる湘南・沖縄部の方々と新年あいさつを交わして楽しいひと時となりました。こちらで

は、第２１回東日本区沼津大会のアピールと2017年11月に横浜YMCAで開催されたメネットのつどいでYMCAの多大なるご協力を頂

いたお礼を述べてまいりました。楽しくもハードスケジュールの新年会でした。 

       『興能学園とYMCAのかかわり』            長谷川 等 

1月19日～21日まで、YMCA東山荘にて第64回YMCA農村塾が開催されました。沼津市西浦久連にあっ

た、”興農学園“についてお話しをしていただいきたいとの要望があり、地元のことなのでお話しさ

せていただきました。興農学園とは、昭和3年（1928年）静岡県田方郡西浦村久連（沼津市西浦久

連）に設立された、キリスト教主義に基づく私立の農民道場。のちに久連国民高等学校と称する。デ

ンマークの国民高等学校（フォルケホイスコーレ）を模範とした。太平洋戦争下に廃校となる。昭和

18年(1943年)興農学園とは、どのような学園で、いつ、だれが、どこに設立したか、設立者と沼津との関係、沼津

兵学校、静岡バンド興農学園とYMCA夏季学校とのかかわり、YMCA夏季学校とYMCA冬季学校とのかかわり等について

話をさせていただきました。 

 『使用済み切手収集に御協力頂き、誠にありがとうございました』 BF委員長 山野 弘 

 お蔭様で今期は744ｇ集まりました。最初は例会で一人一枚でもいいからとお願いしました。しかしながら入会１年未

満の杉谷美砂さんの強力な助けに感動！！退会された藤森さんも泉ワイズを通じて集めて下さっていて、こちらも有難

いことです。杉谷ワイズダントツの３７０ｇ、藤森さん、泉ワイズ２００ｇ、渡邉会長８０ｇ、稲田ワイズ５０ｇ、山野３４g、長谷川、

平野ワイズと集めていただいた皆様に感謝します。切手なんて、幾らにもならない・・・といわれる方もいらっしゃいますが、ゴミ

で捨ててしまってはもったいない。塵も積もれば何とかです。 これからも宜しくお願い致します。ありがとうございました。 



 在 籍 者  19  名    スマイル \   １2,300 

 出 席 者   1４   名  スマイル累計 \   94,828 

 ゲスト・ビジター   ０  名    BF現金 ￥     0 

  メイキャップ   ０   名   YMCA基金 ￥   3,663 

 広義・功労会員    3   名  出 席 率      88％ 

編集後記： 1月のブリテン編集が終わったと思ったらもう2月。記事を編集するのがなかなか大変ではありますが、楽しみでも

あります。さて、後半。区大会のホームページも出来上がりました。沢山のワイズに集まっていただけるよう登録費も考えて参加

し易くしました。是非お越しいただきたいと思います。        http://numazu-ys.jp  E-mail: mail@numazu-ys.jｐ   

                                                                      ブリテン担当   

   ドライバーのつぶやき №3２  泉 文雄 （ドライバー委員長・A副会長）  

２月に入り各地での豪雪被害心よりお見舞い申し上げます。あっという間の１月慌ただしく過ぎていきました。

沼津クラブにおいては今期後半戦何かと慌ただしい下期になります。２月２５日昨年度より継続事業とし

た、外国人による日本語スピーチコンテスト（長谷川ワイズ）、４月３０日のチャリティーコンサート（渡邉実

帆会長/東日本震災・熊本地震）、そして今期最大の行事６月１日～３日の東日本区大会と偶数月で

続きます。区大会の準備は大村実行委員長をもとに、栗本理事と理事のキャビネットである熱海クラブ大

川ワイズ、札埜ワイズにもお越しいただき、打ち合わせ等準備をしております。 

私としてはこの三つの行事が静岡県や沼津市にワイズメンズクラブをアピールする大きなチャンスだと思います。もっと多くの人

にワイズを知っていただければ、ＥＭＣ活動もしやすくなるのではないでしょうか。 

＊ドライバーの呟きもあと３・４・５・６月と４回で終わりになります。 来期は会長だから終わりだよ～だ（えへへ） 

        ＜役員会報告・審議事項＞  

      1月9日(火） 沼津ＹＭＣＡセンター 19：00～ 

1/11 熱海YMCA  新年理事会・運営委員会 渡邉 ・長谷川  

1/14 富士山部役員会評議会(熱海YMCA）   渡邉 ・長谷川  

1/24 区大会臨時委員会開催 （沼津YMCAセンター） 

2月例会 2/13（火）TOF例会 沼津センターにて 

2/25 スピーチコンテストについて   

    役割分担メンバーの協力が必要現在日本大学3名、 

    沼津高専1名 情報専門学校にも協力をお願いに行く。 

3/24 富士クラブ30周年   富士ロゼシアター 

         ＜今後の予定＞ 

2月19日（月） 役員会  （沼津YMCAセンター） 

3月 3日（土）～4日（日）次期クラブ会長・役員研修会  

                    （御殿場 YMCA東山荘） 

3月 5日(月）19：00～ 区大会委員会（沼津YMCAセンター）  

3月13日(火）18：30～ 3月例会 （ニューウエルサンピア沼

津） 卓話者：後藤浩伸様 ㈱FACT＆CO.代表取締役  

3月24日（土）富士クラブ 30周年記念例会 富士ロゼシアター 

4月30日（月・振休）13：30～<ぬまづチャリティコンサート> 

 沼津クラブ・沼津YMCA主催 場所：沼津市民文化センター 

 沼津クラブ 

 『チャリティコンサート』のご案内 

 

日時：4月30日（月） 13：３０開演 

  ところ：沼津市民文化センター小ホール  

出演者：Vo渡邉実帆・Vo杉山政寛・ヴァイオリン湯原好

恵・フルート鈴木希和子・チェロ生田奉子・ピアノ矢島碧・

P＆シンセサイザー下山英二 

♪渡邉実帆と楽しい仲間達による素敵なコン

サートです。沼津YMCAセンターでの歌声広場

『どれみ合唱団』の友情出演、また『みんなで

歌おう！懐かしい歌！』のプログラムもあり

ます♪ 

多数のご来場をお待ちしております。     

入場料 2000円 

☆このコンサートの収益金は東日本大震災、

熊本地震などで被災され

た方たちに送られます。 

皆様の御協力をお願い致

します♪ 


