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  沼津ワイズメンズクラブ 

国  際  会  長    Ｍoon Sang Bong(韓国）  主 題：〝Ｙes，We can  Change″ 「私たちは変えられる」 

                   スローガン：〝Courage  to  Challenges″「挑戦への勇気」 

アジア太平洋地域会長  田中博之（東日本区）      主 題：〝Action″ 「アクション」 

                                      スローガン：〝With Pride and Pleasure″「誇りと喜びを持って」 

東日本区理事  宮内 友弥(東京武蔵野多摩）   主 題「為せば、成る」“No challenge,  No fruit”  

             スローガン「ワイズが何をしてくれるかではなく、あなたがワイズに対して何が出来るかを考えて実行しよう」  

富士山部長  渡邉実帆(沼津）          主 題  『活き活き！ワクワク！仲間と共に！』 

                        スローガン「楽しく元気に活動しよう」 

沼津クラブ会長 泉 文雄             主  題 『大道無門 』 

 

  ～合同初例会プログラム～ 

    7月１0日（火）  ニューウエルサンピア沼津  

                                                                                               司会：沼津 平野Y‘ｓ 

開会 点鐘                                                          ３クラブ 会長 

開会の挨拶                                                   三島クラブ 

 ワイズの信条・ワイズソング                 司会者＆全員 

会長 挨拶                                                    沼津クラブ    泉 会長  

ゲスト・ビジター紹介              沼津クラブ      泉 会長 

三島・御殿場 会長挨拶            藤田  会長＆若林  会長 

富士山部長 挨拶(部長公式訪問） 渡邉実帆富士山部長 

食前の感謝                                          沼津クラブ   長谷川Y’s 

会  食  中・・・・・・・・・部事業主査＆各クラブ会長 挨拶 

卓話「志続く」石井真人様（沼津・杉谷美砂Y’s紹介） 

誕生日･結婚祝い                              各クラブ毎 

クラブ連絡事項                           各クラブ 

出席率･スマイル報告 :３クラブ担当委員会   

閉会の言葉           御殿場クラブ  

閉会 点鐘            ３クラブ会長 

2018年 7月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

～今月の聖句～ 

   

 地の塩、世の光 

  あなた方は地の塩である。だが塩に 

  塩気がなくなれば、その塩は何に 

  よって塩味が付けられよう。 

  あなた方は世の光である。 

  山の上にある町は隠れることが 

  できない。あなた方の光を人々の前に 

  輝かしなさい。 

    マタイによる福音書 5章13節～ 

   ☆JULY☆  

 Happy Birthday 

  ７月  １８日 菅沼 秀太さん（道子Y’s） 

 Wedding Anniversary  

     該当者ありません。         

        

事務局 〒410-0022沼津市大岡下石田１４28－１ 沼津YMCAセンター内 



 会長挨拶       第５２代会長  泉 文雄 

第５２代会長を仰せつかりました泉文雄です。入会のきっかけは、元

湯河原クラブ（今湯河原クラブはありません）の丸塚君（同級生）か

らの話でクラブを辞めるについて誰か紹介しなければならないから

「泉！名前だけでいいか入会してくれや」の電話でした。それから

アッと言う間に４０年。入会から１０年位は会費だけの会員だったよ

うな気がします。その後同年代の仲間が５～６人入会し新しい事業を立ち上げていきま

したが、その仲間も立ち上げた事業も今は有りません。御殿場クラブ設立時 御殿場在

住の崎山ワイズは移籍、私は会長をやるのが嫌で移籍拒否、そんな私も２０年前に３２

代会長を受け、今期第５２代会長となりました。今期は沼津市民にワイズを知って頂く活動をしていき

たいと思います、他クラブを見ると地元に密着したワイズになって居るようにみえます。一年間ご協力

宜しくお願い致します。 

  「生き活き！ワクワク！仲間と共に」  富士山部部長  渡邉実帆 

２年間のクラブ会長職を終え、今期は富士山部部長を務めさせていただくことになりました。５０期はクラブ

創立５０周年記念行事、５１期では第２１回東日本区大会のホストクラブ会長として大きな行事を皆様の

お力を借りながら無事に終えることが出来、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。

今年度は富士山部の部長として、はてさて、この私に部長として何が出来るか、不安いっぱいではあります

が、私の座右の銘？いつもの「やってやれないことはない。やらずに出来るはずが無い！」の気持ちで、臨ん

で参りたいと思っております。「隣の芝生は青い」と言われますが、隣の青い芝生を指をくわえて眺めて羨んでいても何も始まり

ませんから、自分の芝生を青くするにはどうすれば良いか、その青くなった芝生をKeepす

るにはどうすれば良いか、考え、行動することが大事ではないかと思います。ボランティアの

団体ですから、無理はしないで、一番は健康に注意して！！今年度の宮内理事の主

題は「為せば、成る」田中アジア地域会長は「アクション！」です。さぁ、富士山部もワク

ワク！しながら、楽しく元気に活動してください！一年間宜しくお願い致します。 

←第1回役員会 （YMCA同盟会館にて） 

                  今月の卓話  「志を繋ぐ」    石井真人様  

 プロフィール  １９７８年（昭和５３年）１２月２２日生まれ  

三島市出身/FNPOWER㈱代表取締役／経営コンサルティング/㈱ヤタロー海外事業室ゼネ

ラルスタッフ／㈱新栄 取締役/三島ゆうすい会 理事 

学歴：山田小、山田中、韮山高校、静岡大学卒業/静岡大学大学院情報修士号取得、慶

応ビジネススクールMBA取得/ハーバード大学サマースクール留学/公益財団法人 松下

政経塾 塾員（第３０期生） 

  2018-2019年度 東日本区理事  宮内友弥（東京武蔵野多摩） 

理事として本年度1件間皆様と御一緒に東日本区の運営を担って行くことになりますのでご支援、ご協

力の程宜しくお願い致します。ワイズ運動はトップダウンでは動かない-各部、各クラブの活動が主体で

あります。受動的にワイズに期待して待つのではなく、能動的に探しに行く、自ら求めることが肝要です。

個々のクラブ、メンバーの方にその気になって頂かなければ、ワイズ運動の活性化はあり得ません。メン

バーの方はキャリアーに裏打ちされたそれぞれの価値観を持っておられます。ただ唯一共通するのは「ワ

イズメンズクラブの理念に共感し、より良い社会にするために尽くしたい」と思っておられる方々の集まりと言うことです。その

方々の力を引出しよい働きをしていただかなければなりません。その為にどうすれば良いか？行き着いたのがサーバントリー

ダーシップという考え方です。いわゆる牽引型のリーダーシップではなく、目標に向かって邁進する仲間を支援するリーダー

シップのこと。「仲間を支える為にリーダーは存在する」が私の志向するサーバントリーダーシップです。サーバントリーダー

シップのあり方はトップダウンの一方通行ではなく、対話型のリーダーシップであると言うことも出来ます。                   

2018.7.1発行 東日本区報より  



        京都トップスクラブ         第25期会長 本田正人 様 

京都トップスクラブ、第25期会長の本田正人です。会長期一年間、沼津クラブ様とも、変わらぬ交流を

していき、尚一層、兄弟クラブとして、親睦をはかって行きたいと考えております。今期、会長主題としては

The Power of  human beingと掲げさせて頂きました。交流を大事にまた、積極的に、行動する事

により、自身の人間力を高めて行きましょう。と、言う思いで、一年間、私を先頭に、トップスクラブとして、前

へ進みたいと考えています。その事により、例会に於いては、9月12日(水)は、ツーバイEMC例会を行い、メ

ンバーが、ゲストを呼び、そのゲスト様向けに、ワイズメンズクラブを、より、理解して貰える様な、講演や名刺交換会を計画して

います。また、11月14日(水)の例会は、地域奉仕で、取り組んでいる、孤児施設の今年、高校を卒業する、生徒さんを招い

て、テーブルマナー例会として、フランス料理のコースを、ホテルのギャルソンの方に、ナイフ、フォークの使い方や、ワイングラス

の持ち方など、トップスクラブメンバーも、含めて、学んで行く例会や、2019年4月10日(水)には、トゥービークラブ、パレスクラブ

と、お花見合同例会として、120名参加の、例会も、実施予定でいます。また、会長肝いりで、9月30日(日)の、富士山部会に

は、なるべく、沢山のメンバー引き連れて、参加したいと思っています。いずれも、他クラブの、ワイズメンの方々との、交わりを、今

期一番の、取り組みとして、行動して行く予定でいます。今年一年、宜しくお願いします。 

    DBCクラブ  彦根クラブ＆京都トップスクラブ 

 彦根クラブ             第６７期会長  宮本年博 様 

 沼津ワイズメンズクラブの皆様、彦根クラブ第６７代（2018-19）会長：宮本年博です。先日は東日

本区大会のホストクラブとしてのお働き、本当にお疲れ様でした。暖かいおもてなし、美味しい食事、感動

的なアトラクション等々、彦根クラブのレジェンド：島野喜道ワイズと共に感動し彦根に戻りました。ありがと

うございました。沼津クラブとDBC締結させて頂き、どのくらいの月日がたったのか、わかりませんが、両クラ

ブ先輩諸氏が築かれた友好の絆を更に深め、ワイズダム発展の為、共に頑張りたいと思います。ご指導

ご鞭撻のほど何卒宜しくお願いします。  

亡父が彦根クラブメンバーだったご縁で２００９年に入会した私、まだまだワイズ経験浅い未熟者です。父がワイズだった頃、

私は『ワイズメンって賢い人？』 ぐらいの認識しかありませんでした。生真面目なクリスチャンだった父は黙々とワイズ活動

にいそしんでいました。その父も、私が３４歳の頃、６７歳で昇天。私は、転勤、単身赴任を繰り返し、ワイズ入会したのは、地元

に戻った５０歳代でした。 彦根クラブはもうすぐチャーター７０年を迎える高齢クラブとなり、会員の減少と高齢化の問題

を抱えています。昔３０数名おられたメンバーが、いまや８名の零細クラブ、会員増強が喫緊の課題です。例会は月一回開

催していますが、例会毎の話題は新規入会者をいかに獲得するか、皆で知恵を絞っています。何か良い方策、手法等あれ

ば、是非、ご提案ご指導頂きますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。 

＊沼津クラブ３０周年記念例会（於：沼津・淡島ホテル）にて彦根クラブと沼津クラブはDBC締結しました。 

  「第２1回東日本区大会お礼」 大会実行委員長  大村貴之（富士山部会計） 

ホッとしています。クラブメンバーはもちろんですが、この2年間、本当に沢山の方々に助けていただき、何とか

区大会を無事に終えることができました。沼津クラブの50周年記念行事としても成功といえる結果になったと

思いますし、皆様に、感謝の気持ちで一杯です。まだまだ、大会の残務は残っており、今は沼津市の補助金手

続きに奔走しています。「全部」終わったら、会計報告だけはなく、しっかりとした報告をまとめたいと思っています。

今期は、富士山部のお役目もいただきましたので、こちらもしっかりと頑張ります。よろしくお願いします。 

          「今年度への抱負・目標」       書記 平野正文 

 ４２年間連続の仕事ファーストの生活にピリオドを打ち、この４月から第２の人生を始めています。昨年度から６

月３日まで、慣れない東日本区大会の準備のためにベストを尽くしてきましたが、その反動か、終わった後はしばら

くぼんやりしていた思いもありました。それでも時間に余裕ができた今年度は久しぶりに書記の仕事をすることにな

り、クラブのために人任せにしないで、少しでも役立つことができればと思います。特に今年は、初心に戻り、たくさん

汗をかき、地道な青少年育成のための活動のアイデアを出していけたらなと思います。ゴルフの練習も再開したの

で、今まで出来なかったお付き合いもしていけたらと思います。また今年度は富士山部運営のために今まででき

なかったお手伝いもしていけたらと思います。 



   私の夢  小林 隆（CFじゃがいも） 

今考えていることは、「趣味から本気の世界へ進もう」です。諸般の事情から趣味を封印

してきましたが、これからは自由な発想ができる環境になったことから、封印を解き放ち、

フォトグラファーとしての一歩を踏み出したいと準備を進めています。ワイズ活

動へのエネルギー（今も少ない）は、減少せざるを得ませんが、数年かけて趣

味の世界とは違う心に残る作品群作りに努力して行く所存です。 

           ＢＦ委員長  山野 弘（BF) 

若かりし頃は地域などの奉仕活動に頑張ってきましたが、私も７２歳と言う年になり、身体能力もだ

いぶ衰えてきたような今日この頃、しかしクラブ例会、その他行事に出席し、ワイズ仲間と顔を合わ

せるのが今の私には一番の楽しみになっています。大した事が出来ない私にもＢＦ委員長と言う大

役を仰せつかり今年もメンバーの協力の元頑張らなくてはと思います、また区から与えられたノルマ

達成に頑張るつもりです、（故高橋ワイズに恥じないようにいたします）ご協力宜しくお願いいたしま

す。 

        ワイズに思うこと・・・・ 菅沼道子（ユース・EMC副） 

ワイズに入会して何年たつだろうか・・・28歳かな！？入会して、かれこれ20年近くたつの！？と疑問

の渦。早いですよね時が経つのは。そのころと比べてみるとだいぶ様変わりした（自分も含めて）な～と

振り返る今日この頃です。でも、今もワイズにいること・・・それは本当にご縁だったんだなと思っていま

す。今はいろいろなご縁に本当に感謝感謝です。50周年、東日本区大会のホストなど貴重な時間

を過ごさせていただき、これから自分に何ができるかわかりませんが、ワイズ時間をのんびり、楽しく過ご

せたらいいなと思っております。今いるメンバー、そして未来のメンバーと。そして、今まで支えていただい

たメンバーに感謝して。 

     新年度を迎えて   相磯 優子（EMC) 
“ワイズメンズクラブって何？”よりも先に、“こういう活動をしています！”“ご一緒にやりましょう！”と誘

えるCS事業が必要であると常々思います。身体を動かし（≠hard work）、ボランティア活動を体感

して奉仕団体であることを認識し、活動を通してワイズダムの理解が深まっていくと考えます。自分自

身がそうであるように。今期はEMC委員長を務めさせていただきます。 

勧誘活動をすべてのメンバーに、担っていただけるように、メンバーの皆さんが声掛けしやすいツールとし

ても機能するCS活動の立ち上げのため、お誘い頂いた入会候補者へのケア、アプローチなど、メン

バーの勧誘活動を支援するサーバントリーダー（宮内理事より無断借用！）を目指してまいります。 

            大山晴康（ドライバー・親睦副） 

←ご存知のように、ワイズメンのマークは、YMCAに捕えられた者が、赤三角を支えて

いるというもので、そのYの上の星は、ベツレヘムの、イエス・キリスト誕生の時の星です。

東方の博士たち、すなわちワイズメン（Wisemen）が道しるべの星を仰いで進むという

意味です。真のワイズメン（賢人）は、イエス・キリストの導きに応えて、自分の持てるも

のを捧げるということを知っているのです。捧げるとはサービス、サービスとは礼拝です。ワイズメンズ・ク

ラブはYMCAの中でそれを実践するものです。そういう小さな実践・奉仕がワイズメンズ・クラブの精

神です。この文は日本YMCA同盟出版部の少冊子に、奈良信さんが寄稿した『ワイズメンズクラ

ブって何』の一部です。本来の目標を確認して活動したいものです。 

  “ご迷惑をかけないように” 長谷川 等（ドライバー･親睦委員長） 

 昨年は、クラブ書記を担いながら最初からつまずき、会長始め、クラブメンバーに多大な

ご心配・ご迷惑を掛けてしまいました。体調は、1年のリハビリーで元の体に戻りつつも、不安定な状況

が続いております。今期は、富士山部長を支え、昨年のような事が起こらないように、自分自身の節

制に努力し、ワイズダム活動に最後のご奉仕をさせて頂きます。 



 幻のアスパラと青い池   小林 隆                

「わぁ～あったよ！」「わぁ～青いぞ！」 長谷川さんの

故郷、夕張を目指した北海道ツアーを計画したところ、CS事業でお昼を一緒にした鈴

木美代子さんと杉谷美砂さんが賛同、初夏の北海道ヨクバリ道中が始まりました。6月24日から2

泊3日の道中は帯広から。十勝クラブの次期理事の山田さん、区次期書記の山下さん、元理事

の渡辺さん、池田さん、山本さん、中村さんの6名から十勝の肉や乳製品での大歓迎を受けまし

た。メンバーは、牧場や農場の経営者、廃校の小学校を譲り受けワイズやＹＭＣＡに開放している

元この小学校の先生だった池田さんなど、見識のある多彩なメンバーで楽しい時間を過ごしました。 

道中の念願であった「まだアスパラはありますか」と鈴木さんが農場主の中村さんに聞いた。「もう時期は過ぎた

けどなんとかするよ」との返事。翌朝、中村農場でゲット。続いて「柳月の切り落とし三方六ありますか」杉谷さんが

池田さんに聞いた。「朝8時から並ばないと」との返事。翌朝、とかちＹＭＣＡ川口さんからゲット。「わぁ～あった

よ！」十勝の最高のプレゼントを頂きました。 

翌日、素敵なプレゼントを抱え帯広から美瑛へ。奥深い山の中に忽然と現れた小さな人造池。その幻想的な

光景に、一同「わぁ～青いぞ！」の一声。帯広の豚丼とラクレット、美瑛の野菜カレー、海鮮丼、夕張では、美味し

いメロンを食べ、北海道の雄大な600キロの感激道中を満喫しました。 ワイズの仲間は素晴らしい。 

 ～北海道 訪問記～ 

              鈴木 美代子（CS） 

入会して10ヶ月を迎えましたが東日本区大会を経て先月末

には長谷川、小林、杉谷ワイズと共に北海道へ、6月は観光

シーズンには少し早かったのですが新緑の季節でした。最初

の幸福駅では真夏の様なお天気でとても暑くてビックリ！！ 

 

六花の森の散策ではマイナスイオンを胸いっぱい吸い込み、

六花亭では美味しいお菓子を購入、夜は杉谷ワイズ希望の豚丼を食し、翌

日は青い池や、美瑛の丘等に立ち寄り 中国や、韓国からの観光客の多い事

と、すれ違う車の少なさに驚き 夜は十勝クラブメンバーとの交流会に出させ

て頂き楽しい夜を過ごさせて頂きました。翌日には池田、中村両ワイズのお宅

を訪問、雄大な農場の一角を垣間見ました。この後長谷川ワイズの出身地

夕張にてメロンの購入等 とても有意義な三日間でした。 

  北海道部十勝クラブの皆様お世話になりました。  

               ありがとうございました。  

                       杉谷 美砂（クラブ会計） 

６月24日から3日間、小林ワイズの企画で十勝クラブ訪問を兼ねてメンバー４人で北海道旅

行を満喫して参りました。帯広から美瑛の青い湖、富良野に夕張と、小林さんに長距離を運転

して頂いたお陰で色々と観光する事が出来ました。又十勝クラブの皆様に温かいおもてなしを

頂きとても感謝しております。 

十勝クラブメンバー様の雄大な土地に広がる草原や畑の鮮やかなグリーンに爽やかな風と新

鮮な空気に、心が洗われました。やはり北海道の自然の美しさには魅了されるばかりです。

YMCAキャンプ場も案内して頂きましたが、沼津の子供たちが楽しくこの大自然に囲まれて過ごせたら良いのでは

と感じました。 この様に、沼津クラブメンバーとの旅行、そして他クラブとの新しい出会いと交流はワイズメンズクラ

ブの良さでもあるかと思います。その楽しみと共に、今年度は本来のワイズの活動の意味を自分なりに見出せれば

と思っております。 初めての東日本区大会を終えて、入会してからのこの１年半で何となくワイズの大枠がぼんやり

分かってきた所といった感じでしょうか、まだ分からない点が多々ございますが、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。 



 在 籍 者  18  名  6月スマイル \      9,500 

 出 席 者   15  名  スマイル累計 \  134,828 

 ゲスト・ビジター   0  名    BF現金 ￥   32,000 

  メイキャップ   0   名   YMCA基金 ￥   6,164 

 広義・功労会員    3   名   6月出席率      100％ 

編集後記： 宮内理事指揮する新年度が始まりました。小さな沼津クラブでも東日本区大会を成功裏に終わらせることが出来

たことはクラブにとってもメンバー個人にとっても、とても大きな自信になったと思います。 参加することに意義があり、積極的

に参加してこそ楽しいワイズ。有志メンバーで訪問して、大歓迎して下さった北海道部十勝クラブの皆様、ありがとうございまし

た。この楽しみをみんなで分かち合うため、一人でも多くの仲間を増やし、楽しいワイズライフを送りたいと思います。EMC頑張

りましょう～～。    http://numazu-ys.jp   E-mail: mail@numazu-ys.jp                   ブリテン担当                                     

 ＜６月役員会＞ 報告・審議事項      6/18 沼津YMCAセンター 

          出席者；会長、泉、相磯、菅沼、山野、長谷川、大山、大村、平野（９名） 

①２０１７年度 仮決算書報告（大村） 

②チャリティーコンサート決算報告（会長）沼津市寄付６2,000円＆東日本区100,000円 

      （沼津市へ内訳東31000円・熊本31000円 ワイズ東日本区内訳東日本大震災50000円、熊本地震50,000円） 

③８月の納涼例会 ８月８日（水）に変更 ニューウェルサンピア 

④次年度 沼津クラブの行事予定案・予算案（泉） 

⑤７月１０日（火）３クラブ合同初例会 ニューウェルサンピアで実施  

⑥９月３０日（日）富士山部会（沼津クラブの９月例会とする）内容検討が課題 

⑦次回スピーチコンテスト実施時期⇒今年度は学校が休みになってしまった為、時期を検討する。  

⑧８月２５日（土）北海道部会に参加予定     

＜今後の予定＞  

７月１１日（水）富士・富士宮クラブ初例会 

７月１７日（火）７月役員会 １９：００ 沼津ＹＭＣＡセンター 

７月１８日（水）下田クラブ初例会  下田セントラルホテル 

７月２０日（金）ＹＭＣＡドレミ合唱団練習 沼津ＹＭＣＡセンター 

７月２３日（月）熱海クラブ初例会  

７月２５日（水）熱海Ｇクラブ初例会 

７月２９日（日）第１回富士山部評議会（ニューウエルサンピア） 

８月 ３日（金）ＹＭＣＡドレミ合唱団練習 沼津ＹＭＣＡセンター 

８月 ８日（水）８月納涼例会 ←注意！！日程変更しています。 

８月 ９日（木）～１２日（日） 第７３回国際大会（韓国・麗水） 渡邉･相磯参加予定 

８月１７日（金）ＹＭＣＡドレミ合唱団練習 沼津ＹＭＣＡセンター 

８月２０日（月）８月役員会 １９：００ 沼津ＹＭＣＡセンター 

８月３１日（金）ＹＭＣＡドレミ合唱団練習 沼津ＹＭＣＡセンター 

９月３０日（日）富士山部会（沼津クラブ９月例会） ニューウェルサンピア 

 

 

 

 

 

 

  【書記からのお願い】  

役員会の議事進行を速やかに実

施するために、報告事項および審

議事項は役員会実施日より事前

に（月曜日実施の時は前週土曜

日）までに書記までメールかファク

スでご連絡をお願いします。 


