
  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 』 

 

    ４月 例会プログラム 

         2018年4月1０日(火) 18:30～ 

        場所：ニューウエルサンピア沼津 

                司会：山野Y’s 

  開会 点鐘             渡邉 会長 

  開会の言葉             長谷川Y’s 

  ワイズ信条＆ソング           平野 Y’s 

  会長 挨拶             渡邉 会長  

  誕生日&結婚祝い          

 食前の感謝             相磯 Y’s 

  フレンドリータイム            

 出席率＆スマイル/各委員会 報告 

  閉会の言葉                       泉  Y’s 

  閉会 点鐘              渡邉 会長 

 

2018年 ４月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

   ～今月の聖句～             

  私は復活であり、いのちである。 

  私を信じるものは死んでも生きる。 

  生きていて私を信じるものは 

  誰も決して死ぬことはない。 

     ヨハネによる福音書11章25～26節 

    ☆April☆  

  Happy Birthday 

      該当者なし 

  Wedding Anniversary    

     8 日      小林ワイズ 

     23日     大村ワイズ 

       イースター(復活祭） 2018年は4月1日 

キリストの復活と共に冬から春へと変わる

季節をお祝いする日がイースターです。  

春分の日の後の最初の満月から数えて

最初の日曜日がイースターになります。 

命を生み出す卵と多産で子孫繁栄を洗

わずウサギがイースターの象徴とされ

ています。 



 ３月例会報告 3月1３日（火）ニューウエルサンピア     

3月例会は久し振りの定例会場ニューウエルサンピアで元幼稚

園園長先生で、スクールカウンセラーの後藤充代様にご自身

の経験から、心理学テストを含め、お話をしていただきました。心理

学テストでは、結構当たっていて、びっくりすること多し。自分を知り、他人を知り？

今後の人生において素敵な人間関係を築ければいいですね。もっと深く知りた

かった？？ 

 さて、沼津クラブはいよいよ2ヵ月後に東日本区大会を迎えます。準備を着々

と進めております。多数の参加を頂き、栗本東日本区理事の集大成「第21回

東日本区大会 in NUMAZU」を成功させなければなりません。先日当日出

される晩餐会の食事の試食に契約会場のホテルに行ってまいりました。プラサ

ヴェルデが公共施設と言うことで、ケータリングでのお食事提供となります。いつ

も思うことですが、どんな立派な会議でもお食事が粗末だと悪い印象（損をし

た？気分）となってしまします。やはり食べることは一番大切なこと。人間の心理っ

て怖いです。折角遠い所から皆様にお越しいただくわけですから、思いっきり「お・も・て・な・し」させて頂きます。どう

ぞ、お楽しみに。素晴らしい「富士山」（頂上＝区大会）を見ていただきたいと思います。       

      DBC京都トップスクラブ訪問(4クラブ合同CATT例会） 

 2018年3月14日（水）18：00～21：00 ウェスティン都ホテル京都にて、

CATT合同例会（4クラブ合同）が開催され、沼津クラブより3名で参加

してきました。（京都キャピタル・京都エイブル・京都トップス・京都東稜ク

ラブ）メインイベントとして講演されたのは、ラグビー元日本代表：大畑 

大介氏。「根拠のない自信を信じろ」～根拠はおのずとついてくる～ の

テーマに幼少期から現役時代の豊富な経験から得られたパワー溢れる

お話を聞かせていただきました。 

4クラブ合同ともあって会場は200名以上ととても活気があり、盛大な合同例会であ

りました。良い刺激になりました。勿論東日本区大会のアピールも京都トップスのお力

もお借りし、しっかりとして参りました。京都トップスから沢山のメンバーがご参加戴ける

と聞き、活気ある区大会になると期待し、今後も京都トップスワイズメンズクラブとの交

流も深めていければと思います。 （トップス訪問：渡邉・泉・杉谷） 報告 杉谷         

よりみち：3月14日早朝沼津を出発し、ちょっと遠回りでしたが伊勢神宮に立ち寄り？京都に向かいました。（何故伊勢神宮

に寄って行ったか、理由は秘密？？）例会報告は↑杉谷ワイズの記事にて。例会終了後は鷹峰に宿泊、ここにはしょうざん

庭園というとても素敵なお庭があり、見事な北山台杉（人工的に作られている杉です）また、酒樽で作られた茶室などやはり

京都やねぇ～別世界を味わってまいりました。帰りは京都南インター近くの方除の大社「城南宮」に参拝、ちょうどしだれ梅と

椿が見頃で楽しいひと時、後ろ髪ひかれながら帰路につきました。城南宮は鳥羽伏見の戦い。大政奉還がココから始まりま

した。                                      記：渡邉実帆                                                                     

 北山台杉            樽の茶室             見事なしだれ梅（城南宮）↑  コントラストが綺麗↑赤い椿 



        富士クラブ30周年に出席して                        

3月24日（土曜日）富士市ロゼシアターで富士クラブ30周年記念例会が開催さ

れました。第1部は、東海サッカー協会会長の高田稔氏による『サッカーこそ我が

師』と題しての講演で、富士市在住の小学生を対象に話されました。サッカークラ

ブの少年達と親御さんたちも多数招待しての講演でした。富士クラブのサッカーへ

の思いが感じられる例会でした。 

富士クラブのDBC京都エイブルクラブからの参加もあり、東西のワイズメンが約130

名集まってのお祝いの記念例会が行われました。懇親会も盛大に行われました。沼

津クラブからの出席者は、渡邉会長、相磯、泉、稲田、小林、長谷川の6人と少なく、

又、記念例会等に出席するメンバーもいつも同じで、個人的負担も多くなっておりま

す。次年度へのお願いですが、参加するメンバーへのクラブからの補助の検討を願い

たいです。                   報告：書記 長谷川 

 第21回東日本区大会 ～沼津開催～ 登録受付中  

      続々登録！ありがとうございます！ 

区大会ホームページから、又ファクスでも受付しております。 

http://www.global-ad.jp/ys-east21/   FAX:055-933-4450  

6月2日(土）～6月3日(日）沼津駅前 プラサヴェルデ 

6月1日(金）ゴルフコンペ(沼津ゴルフクラブ） 

 2017～2018年度 第3回役員会が熱海にて開催されました。  

4月7日（土）～４月8日（日）熱海 月の栖（すみか）聚楽ホテルにおいて現・次期

合同役員会が開催されました。現・次期役員が一同に集まり、現区役員・部役員・

選任委員より活動報告がなされ、また次期理事方針、予算案、役員、会計中間決

算、また沢山の議案が審議され、とてもスムーズな進行により、無事に終了いたし

ました。と共にいよいよ始まったんだなという気持ち、不安と共に。。。 

8日（日）役員会終了後はエクスカーションも用意され、熱海市内MOA美術館近くの

隠れ家的レストランにて美味しいスパゲッティと

ドルチェに舌鼓、そのあとMOA美術館にて『北斎と広重～冨嶽三十六景と東海道五

十三次』二大風景版画の鑑賞。勿論、全て本物！という素晴らしい美術品に触れ

て（実際には触れられませんヨ）、リニューアルされたばかりのMOA美術館自体も

素晴らしく、お天気も良かった為景色よく、遠くは伊豆大島まで見え素敵な時間

を過ごす事が出来ました。作品は富士、東海道・・・我が地元が多くとても身近

に感じられ、また北村文雄LT委員長の説明が（ガイドを借りなくても）とてもわ

かり易く、すごく得をした気分でした。北村さん、真剣に見入る為2回ぐらい展示

ガラスに「ゴッツンコ」！たんこぶできていませんかね。役員の皆様本当にお疲

れ様でした。ありがとうございました。                 報告：次期富士山部長 渡邉実帆 

   みんなのCS写真 コンテスト  

   応募期間 2018年3月15日～4月15日 

2017年4月～2018年3月までに撮影されたCS活動を題

材にした写真。必ずコメントをつけて。データ送信お願いし

ます。 

応募資格：東日本区所属の各クラブ クラブメンバーおよ

びコメットが撮影したもの。クラブ単位で応募してください。

各クラブ5作品まで      

前原地域事業事業主任まで suekko0105@yahoo.co.jp 

   第73回国際大会（韓国・麗水） 

           登録が始まりました。 

 日にち：2018年8月9日（木）～12日（日） 

 場 所：韓国の麗水（ヨス） 

 登録費：4月30日まで（早期割引）450ドル 

     5月1日以降        480ドル 

 詳細は⇒http://ysmen.org/conventions 



 在 籍 者  18  名    スマイル \   11,５00 

 出 席 者   13   名  スマイル累計 \  1１5,328 

 ゲスト・ビジター   ２  名    BF現金 ￥   32,000 

  メイキャップ   0   名   YMCA基金 ￥   4,371 

 広義・功労会員    3   名  出 席 率      86％ 

編集後記：3月21日大沼明穂沼津市長がご逝去されました。大沼市長は58歳、明るく誰にでもフレンドリーで「沼津を世界一元

気な町に！」と日々沼津の為に働いていらっしゃいました。区大会にもご来賓としてご挨拶をお願いしていたところでした。沼津

は今ちょっと元気がありません。区大会を機会にワイズメンズクラブからも世界一元気な沼津にしたいと思います。 

 http://numazu-ys.jpE-mail: mail@numazu-ys.jp                                   ブリテン担当                                      

     ドライバーのつぶやき №34  泉 文雄 （ドライバー委員長・A副会長）  

春真っ盛り今日（4月3日）御殿場地区の桜も街中では満開、高原ではまだ七分咲きです。先日孫の

ゴルフ（世界ジュニア関東予選会）に行ってきました。身内の試合を見るのはヒヤヒヤです。アスリートの親

はきっといつもハラハラ、ドキドキしっぱなしでしょうね。ついでに千葉房総半島をぐるっとドライブしてきました。 

今期も三か月を切りました。来期の役員決め、予算、行事など多々皆さんとても忙しいでしょうね。沼津ク

ラブではそれに加えて6月の区大会の準備にメンバー大忙しです（俺を除き？）富士山部又他部にも

足を運び参加お願い行脚。どのくらいの仲間が集まるか不安な日で寝られない毎日(大げさ？）大村実

行委員長宜しくお願い致します。ガンバロー）！！東西ワイズメンズクラブの皆様、多数のご参加をお待

ちしています。                    我家のシロ（猫）金魚とお話中 ⇒ 

        ＜役員会報告・審議事項＞  

   3月１９日(月） 沼津ＹＭＣＡセンター 19：00～ 

3月 14日(水）京都トップスクラブ訪問（CATT４クラブ合同例会） 

3月23日(金）YMCAセンター  どれみ合唱 18：30～ 

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 

          （出席者：渡邉・長谷川・泉・稲田・小林・相磯） 

4月  2日(月）19：00～区大会会議 沼津YMCAセンター 

４月 ６日（金）YMCAセンター  どれみ合唱 18：30～ 

         ＜今後の予定＞ 

4月10日（火）18：30～４月例会  ニューウエルサンピア 

4月16日(月）19：00～役員会 沼津YMCAセンター 

4月20日(金）YMCAセンターどれみ合唱 18：30～ 

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 

5月7日（月）区大会会議 19：00～ 沼津YMCAセンター  

5月12日(土）5月例会  区大会リハーサル プラサヴェルデ 

5月13日(日）富士山部役員会 評議会 ニューウエルサンピア 

5月21日(月）5月役員会 19：00 沼津YMCAセンター 

6月1日(金）東日本区大会 ゴルフコンペ 沼津ゴルフクラブ 

6月2日(土）～3日(日）第21回東日本区大会 プラサヴェルデ 

 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 

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。皆で歌いましょう！ 

♪主な曲目♪ 

旅立ち(魔女の宅急便)/ 

チャールダーシュ/クンパルシータ/ 

小さな空/いのちの歌/ 

You Raise Me Up ほか 

(曲目は変更になる場合がございます) 

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♪ 


