
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３８３号    ４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４月度例会プログラム 

 

時間     2018年4月12日（木）18時30分 

場所     ＹＭＣＡ東山荘（1号館 ラウンジ） 

受付   鈴木千代子Y’s・小野麻利子Y’s 

司会   杉山将己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 井田伸太郎Y’s 

９ 卓話 (組織と心) 勝俣得男Y’s 

１０ 誕生日・結婚記念日祝い 各自 

１１ スマイル・ＹＭＣＡ基金 渡邊芳子Y’s 

１２ 閉会の言葉 司会 

１３ 閉会点鐘 大和田会長 

在籍数   25名 メネット  1名 ｽﾏｲﾙ報告    20,000 BF活動切手      0pt 

出席者   19名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計   236,800 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    4名 ゲスト  7名 YMCA基金    3,327 累  計      0pt 

出席率  76％ ビジター  1名 YMCA累計      37,216     

修正出席率  100％ 出席者合計       28名       

３月例会報告 

４月お誕生日おめでとう 

今月お誕生日はいません。 

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  4月23日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  4月10日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   4月9日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  4月17日(火) レストランじゅん 

下田クラブ  4月18日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 4月25日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 4月12日（木）ＹＭＣＡ東山荘 

富士クラブ 4月11日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 4月24日(火) パテオン 

 
 

詩編３１編１５節 

 わたしの時はあなたのみ手にあります。 

 <故 村杉克己さん（７４歳）前夜式次第より> 

今月の聖句 

４月ご結婚おめでとう  

 自己申告してください。 

イルミネーションについて 

前原末子 

3月18日に5ヶ月間飾らせて頂いたイルミ

ネーションの片づけをしました。 

イルミネーションは、企画の段階でほとん

どが決まったようなものです。会員の皆様と

一緒にワイワイやるのも楽しいものです。今

回は、一区画と言うことでちょっと狭い感じ

もしましたが、狭ければ狭いなりの良さもあ

ると思いました。 

大勢の皆様に見て頂くことを考えると、も

う少しインパクトがあった方が良いかなとも

思っております。 

次も皆で考えて4回目に挑戦して行けたらい

いですね。3回とも賞にも触れる事無く参加す

る事に意義があると考え頑張りましょう。 

稲葉ワイズ、杉山將ワイズ、芹澤ワイズ、

高橋啓ワイズ、山本ワイズ、片付けありがと

うございました。 

                            

                               

 山本 光子 

 いつの時代も新しい技術が未来を開き、快

適な暮らしの手助けをしてくれる。白物家電

が家事、一般の日常生活を楽にしてから久し

い。中でも電子レンジ（魔法のチン）には感

動したものである。 

又、医療技術の発達が寿命を長くしてい

る。今や人間の寿命は１００歳。ガンは２人

に１人と確率が高いが、治る確率も高いと言

う事でしょうか。 

そして、ＩＴ時代、情報、通信技術が世の

中の仕組みを変えつつある。人工知能が人間

に代わって仕事をしてくれる、となると仕事

をしなくてもよい、あるいは、無くなるかも

しれない部署が出てくる。一方仕事が減った

分、芸術や文化などの分野は、もっと深みを

増し今までにない仕事も生れ、思った以上に

変化する未来を想像する。 

 今、私が身近ですごいと思う物にスマホが

あります。何でもすぐ調べられる事は気持の

上で、とても爽やかであり便利である。中国

などは、それにお金の機能を持たせて現金で

は支払わない、キャッシュレスが普及し始め

たとか、Web上にお金を置く事が心配な私

は、あの仮想通貨、コインチェックが約５８

０億を流出してしまった事件を思い出し、規

模が違うにしてもとても驚きました。安全な

システムの完成を願うのみである。 

 ふと、スマホの手を休めて窓越しに外を見

ると、小鳥が３匹木の芽か何かを、ついばん

でいる。とてもスピーディーに動き回る姿は

愛くるしく元気をもらいます。  

 これからは、爽やかに新しい時代の波に乗

りながら便利に暮らそうと思います。 

 

私の未来 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


３月例会報告 

ＢＦだより 

～御殿場ワイズから東日本区へ～ 

 

 桜の花が美しく咲く季節になりました。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！  

稲葉 久仁子 

桃の節句を迎えてもまだ三寒四温で、肌寒い雨

が降っていました。 

杉山博恵Y’sの司会で、大和田会長の点鐘が鳴

り響き３月の定例会が始まりました。 

ワイズソング、ワイズの信条に続いて、聖句に

ついて大和田会長より「１人ではできない事

も、２・３人集まると出来る」 

「大勢でも大変だが、御殿場ワイズはメンバー

が２５人で丁度活躍しやすいクラブです。」と

話されました。 

会長挨拶では 

①高齢化社会に向かい、認知症について講師を

お招きして講話をいただきます。 

②東日本区大会に皆さんで協力しましょう。 

③プルタブ・切手は日付と名前を記入してYMCA

の受付に預けてください。 

等が話されました。 

 今月のゲストは長谷川Y’s（沼津クラブ）と

野木朗江メネットです。長谷川Y’sより東日本

区大会も間近に迫り準備に頑張っておられる

事、皆さんに協力して頂きたい旨が伝えられま

した。 

 食前感謝は、芹澤次子Y’sです。東山荘の美

味しいカレーライスにオニオンスライスの唐揚

げ、健康で食べられることに感謝して「いただ

きます。」 

 その後、みくりや安心だねっと協力隊ボラ

ンティアで活動されているキャラバンメイト

の組織について代表の滝口加代子様より紹介

がありました。 

 平成１７年から活動されて、約９０００人

がサポーター登録をしていること、ロバがマ

スコットで、ロバのように一歩一歩広がりを

していきたい。会員として登録して出来るこ

とから活動して欲しいと希望されました。 

 今、７人に１人が、２０２５年には５人に

１人が、８５歳以上になると４人に１人が、

認知症になってしまうとの事です。認知症は

本人が先に気付いているので、自尊心を傷つ

けないようにさりげなく、周りの人が杖にな

り車椅子になり補助する事が大切です。 

 誰にでも訪れる老後、何処で介護を受けた

いかとの質問にやはり自宅を希望されるそう

です。家庭で社会で真剣に向き合っていきた

いと思います。 

誕生日、結婚祝い、スマイル報告、大和田会

長の閉会の言葉、閉会点鐘で終わりました。 

富士ワイズメンズクラブ 

  創立30周年記念例会 

                                

大和田 浩二 

3月24日（土）、お昼過ぎに2台の車にて御

殿場を出発、富士市文化会館・ロゼシアター

に向かいました。ロゼシアターはご存知の通

り大変立派なホールと宴会場を備えており、

大変裕福な時代(？)の富士市を思わせる作り

でありました。 

第1部はロゼ小ホールにて、東海サッカー協

会会長・静岡県サッカー協会副会長の高田稔

氏による講演「サッカーこそ我が師」が行わ

れました。青少年や女子サッカーの大会を何

年にもわたって運営し、力を注いできた富士

クラブらしいものと思わされました。 

その後同じ場所にて第2部の記念式典。そし

て場所をロゼレセプションの宴会場に移し

て、第3部の懇親会が行われました。約130名

の出席による盛大な懇親会は、小長井富士市

長も最後まで出席され、富士山部以外の地域

からの大勢のワイズも加わって大変和やかに

進行されました。 

富士クラブは、1988年6月27日に国際協会

に加盟、32名でスタートし、現在 6名の

チャーターメンバーが在籍しているとのこと

です。また、第2回東日本区大会をホスト

し、この時は三井商船の新さくら丸をチャー

ターして駿河湾1泊2日のクルージングは、区

大会としては初めてのことであったとか。そ

して、これまでに2名の東日本区理事を輩出

し、活発な活動を続けているなど、本当に設

立の時の思いを忘れずに新しいことに向かっ

て着実な歩みをされてきたクラブだと感じま

した。 

 我々御殿場クラブから見ると、弟分に当た

る富士クラブですが、その中身はもう立派に

お兄ちゃんを追い越しているとも言え、御殿

場クラブも優秀な弟を良い意味で見習って、

さらにワイズ活動の活性化に向けて歩んでゆ

きたいと感じたひとときでした。 

参加者は、鈴木、前原、山本、野木、野木

ﾒﾈｯﾄ、岩田、稲葉、杉山將、大和田の9名で

した。 


