
THE SERVICE CLUB OF THE YMCA 

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

The Y’s Men’s Club of Gotemba  

 第３８４号    ５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５月度例会プログラム 

 

時間     2018年5月10日（木）18時30分 

場所     ＹＭＣＡ東山荘 

受付   鈴木千代子Y’s・小野麻利子Y’s 

司会   長田尚弥Y’s 

 

 

１ 開会点鐘 大和田会長 

２ 開会の言葉 司会 

３ ワイズソング 一同 

４ ワイズの信条 司会 

５ 聖句について 堀口廣司Y’s 

６ 会長挨拶 大和田会長 

７ ゲスト・ビジター紹介 大和田会長 

８ 食前感謝 若林久美子Y’s 

９ 卓話(コイン収集の魅力を語る) 望月勉様（富士五湖クラブ） 

１０ 誕生日・結婚記念日祝い 各自 

１１ 委員会報告  

１２ スマイル・ＹＭＣＡ基金 渡邊芳子Y’s 

１３ 閉会の言葉 司会 

１４ 閉会点鐘 大和田会長 

在籍数   25名 メネット  0名 ｽﾏｲﾙ報告    16,000 BF活動切手      0pt 

出席者   18名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計   252,800 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    3名 ゲスト  1名 YMCA基金    3,365 累  計      0pt 

出席率  72％ ビジター  1名 YMCA累計      40,581     

修正出席率  100％ 出席者合計       20名       

４月例会報告 

５月お誕生日おめでとう 

 ３日 井田 伸太郎Y’s １０日 野木 重治Y’s 

 ４日 金光 京子Y’s  １９日 堀口 栄子ﾒﾈｯﾄ 

１０日 杉山 聰子Y’s  ２９日 高橋 啓子Y’s 

１０日 稲葉 久仁子Y’s 

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  5月28日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  5月8日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   5月14日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  5月15日(火) レストランじゅん 

下田クラブ  5月16日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 5月23日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 5月10日（木）ＹＭＣＡ東山荘 

富士クラブ 5月9日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 5月22日(火) パテオン 

 

兄弟たち、あなたがたは、自由を得るために召

し出されたのです。ただ、この自由を、肉に罪

を犯させる機会とせずに、愛によって互いに仕

えなさい。律法全体は、「隣人を自分のように

愛しなさい」という一句によって全うされるか

らです。  

（ガラテヤの信徒への手紙5章13節、14節） 

今月の聖句 

５月ご結婚おめでとう  

 自己申告してください。 

～YMCA東山荘からのお知らせ～ 

野木 重治 

 友人に誘われて去る４月２６日磐田市池田

にある行興寺の熊野の長藤を見に行ってきま

した。足が悪いので車椅子等の準備をして行

きましたが歩行に困難な場所はなく車椅子を

使用しないで歩く事が出来て良かったです。

藤の花は国・県の天然記念物指定で樹齢850

年で1ｍ程垂れ下がり、一面に咲いていて見

事でした。県内に藤の名所があるとは知りま

せんでした。花は咲く季節と散る季節を忘れ

ず健気です。 

 熊野の長藤の由来となった熊野御前は平安

時代末期に池田荘の庄司の藤原重徳の娘とし

て生まれ育ち教養豊かな美しい女性で和歌の

道にも通じ親孝行であったことから当時の

人々に「女性の手本」とされていました。当

時遠江国司だった平宗盛に見初められて都に

より大変寵愛されていました。行興寺の境内

に熊野の愛した藤の花が植えられています。 

５月３日には供養祭が行なわれています。時

代を越えて今も尚人々の目を楽しませてくれ

ています。 

  

チャリティーコンサート 
 

渡邉 芳子 

 4月30日沼津市民文化センターで沼津クラブ会長

渡邉美帆さんのチャリティーコンサートが沼津ワイ

ズの主催で開催されました。 

 子ども達の澄んだソプラノの美しさ、声量が豊か

でテノールの男性の方とのハーモニーがとても素敵

でした。第２部では全員で沢山の歌を歌い、私はた

またま同席した下田ワイズの土屋さんの娘さんと、

このコラボは二度と無いでしょうね。と言いながら

ひと時を過ごしました。東日本区理事の栗本さん、

YMCA主事である光永さんの挨拶もあり、ワイズメ

ンとはということを会場の方に話されました。最後

にチャリティーの目録が渡されました。美帆さんの

歌声を聴きながら私には何か残したいものがあるの

だろうかと反省させられました。 

 このコンサートをもっともっとワイズで応援して

いきたいと思います。 

熊野御前について 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


４月例会報告 

ＢＦだより 

～御殿場ワイズから東日本区へ～ 

 

 風薫るさわやかな季節となりました。さて、

今月もワイズのメンバーから集めたプルリン

グ（プルタブ）・使用済み切手の報告を 

させていただきたく思っていましたが、今月は

残念ながら集まりませんでした。また来月に向

けてご協力をお願いします！  

富士五湖クラブ 

“障がい者フライングディスク大会”に参加して 
金光 京子 

 今年の桜開花はいつもより早く咲いたと思って

いたら、春の嵐であっという間に散ってしまいま

した。4月12日、4月の例会が東山荘一号館地下ラ

ウンジで始まりました。 

司会は杉山将己ワイズ。なんとお膝を痛めて杖を

ついての司会となりました。お大事にして下さ

い。大和田会長による点鐘に始まり、ワイズソン

グ、ワイズの信条。続いて聖句は詩編３１編１５

節「わたしの時はあなたのみ手にあります」につ

いてでした。大和田会長の挨拶に続き、ビジター

紹介では、沼津Ｃ会長渡邊美帆ワイズ。ゲストは

東山荘の横山さん。沼津クラブ渡邊美帆会長御挨

拶で、５月１３日、東日本区大会において御殿場

クラブの協力を依頼されました。 

食前感謝は井田ワイズ。今日のお食事はバイキン

グ方式でした。さて、本日の卓話は勝俣得男ワイ

ズによる「組織と心」についてでした。 

普段何気なく生活している私達。その日常を学問

的にお話して下さいました。人間「個」だけでは

生きられない。豊かな生活をするためには｢個｣が

あり、「個人の目標」、「集団の目標」が一致す

ることが理想的である。ワイズメンズクラブは個

人がいて、個人の目標、集団の目標が同じです。

理想的であり、ワイズの信条の中に通じていると

のことでした。「ワイズの信条」は例会のたびに

皆で斉唱していますが、今一度、文章の中身をか

みしめてワイズ活動に生かしていきたいと思いま

した。勝俣ワイズ、貴重なお話を有難うござ

いました。 

この後は、誕生日祝い、結婚記念祝い、スマ

イル、ＹＭＣＡ基金報告。今回は大和田会長

はキャンプファイヤーの指導に行かれたの

で、次期会長の若林久美子Y’sの点鐘で例会

は終了しました。 

高橋 啓子 

 4月28日(土)富士吉田のパインズパークにて 

 青空の下、木立ちに囲まれたいちめんの緑の

芝生。そんな素晴らしい場所で障がい者フライ

ングディスク大会が行われました。富士五湖ワ

イズメンズクラブ主催で毎年開催され、今年で

第８回を迎えたとの事です。 

 開会式では、富士吉田市長はじめゲストの

方々がこの大会開催への称賛と感謝の言葉が述

べられました。この大会の応援に遠方からは、

あずさ部の大野部長はじめ多くの他クラブから

ワイズメンバーが参加し、御殿場クラブからは

大和田会長と女性５名が参加いたしました。 

 また、学生ボランティアやフライングディス

クの審判員の方々、この審判員は貴重な存在

で、多忙の中メンバー全員の方がこの大会を優

先して参加されているとのことでした。この様

に多くの方がこの意義深い大会に賛同し、盛大

に行われている事に心打たれるものがありまし

た。 

 数多くの障がい者施設からの参加があり、人

の列で会場がいっぱいになり、選手代表が大き

な声ではっきりと選手宣誓をし、会場に響きま

した。そして各自ディスクを手にとり“フライ

ングディスク体操”を全員で行いました。 

 来賓の方々、大野部長、前原Y’sによる始投

式を合図にいよいよ競技開始です。まずアキュ

ラシー 競争。足をつけた円形の枠をゴールにす

るもので枠から５メートル離れた位置からディ

スクを投げ、その枠の中を通過したディスクの

数で順位が決まります。障がい者の方が投げて

成功した時は飛び跳ねたりガッツポーズをした

りする姿をみて私達も思わず拍手でエールを送

りました。グループごとに競技が終わるとメダ

ルや賞状、お菓子を渡します。１位、２位、３

位には富士五湖クラブ原さんのプロの手作りの

メダルが授与されます。“そのメダルを首にか

けると本当に嬉しそうに満面の笑顔がピュアで

喜びが伝わってきました。そしてグループ全員

で万歳三唱をして席に戻ります。それを次々と

くり返して行うのが私たちバンザイ隊の役割で

す。 

 その次の協議はディスタンス競技。ディスク

を投げその飛距離を計測し競うものです。20

メートル以上投げた人が多くいてなかなかのも

のでした。この競技も又同じようにバンザイ隊

として、メダルを授与したり、万歳をしたりと

楽しく役割を果たせたと思っております。 

 青天のもと、心地よい風と緑いっぱいの中、

充実した時間を過ごし帰路につきました。そし

てワイズメンズクラブとしての企画の中でこん

なに素晴らしい事業を実施している富士五湖ク

ラブの努力に感銘し、御殿場ワイズもと、刺激

された体験でした。（参加者、大和田会長、前

原、金光、渡邉、芹澤、高橋） 


