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 第３８７号    ８月例会                                                                                                                  

 会  長    若林 久美子 

  副会長  髙橋 啓子 

書  記    神野 裕子 

会  計    小野 麻利子 

  監  事    杉山 將己 

国際会長主題        「私達は変えられる」                            

アジア地域会長主題    「アクション」                                  

東日本区理事主題    「為せば、成る」   

富士山部部長主題      「生き活き！ワクワク！仲間と共に！」   

御殿場クラブ会長主題  「これまでの活動をしっかり継続、 

            そして新しいことにも挑戦、ワイズをみんなで楽しもう！！」 

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８月度例会プログラム 

 

時間     2018年8月9日（木）18時30分 

場所     １号館記念館地下ラウンジ(斎藤記念館) 

受付   小野麻利子Y’s・金光京子Y’s 

司会   髙橋啓子Y’s 

 

 

１ 開会点鐘 若林会長 

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 若林会長 

７ ゲスト・ビジター紹介 若林会長 

８ 入会式 内海昭美様 

９ 来賓挨拶 久保田康正EMC事業主査 

１０ 食前感謝 渡邉芳子Y’s 

１１ 誕生日・結婚記念日祝い 各自 

１２ スマイル・ＹＭＣＡ基金 渡邉芳子Y’s 

１３ 閉会の言葉 司会 

１４ 閉会点鐘 若林会長 

在籍数   24名 メネット  0名 ｽﾏｲﾙ報告    35,000 BF活動切手      0pt 

出席者   15名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計    35,000 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    6名 ゲスト  2名 YMCA基金    3,567 累  計      0pt 

出席率  63％ ビジター  0名 YMCA累計       3,567     

修正出席率  100％ 出席者合計       15名       

7月例会報告 

８月お誕生日おめでとう 

 ８日 芹澤 次子Y’s 

 ９日 若林 隆浩ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

１０日 木村 みつ江ﾒﾈｯﾄ 

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  8月27日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  8月14日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   8月13日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  8月21日(火) お食事処 松韻 

下田クラブ  8月15日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 8月22日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 8月9日（木）YMCA東山荘 

富士クラブ 8月8日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 8月28日(火) パテオン 

だから、人にしてもらいたいと思うことは

何でも、あなたがたも人にしなさい。これ

こそ律法と預言者である。 

（マタイによる福音書７章１２節）  

今月の聖句 

８月ご結婚おめでとう  

 自己申告してください。 

 

2017年度 スマイル・YMCA基金報告 

期間：2017年7月～2018年6月 

2017 スマイル・YMCA基金のご報告をさせて

いただきます。 

スマイル ：292,800円 

YMCA基金： 47,412円 

2018年7月より新たに集計いたします。 

 例会と「心の再生」 

                          勝俣 得男 

 ここ ＹＭＣＡ東山荘に来ると、清々しい心地になるの

は、私だけではないと思います。そこには YMCA 精神

があるからです。ワイズメン例会においての「ワイズソン

グ→ワイズの信条→聖句」への一部進行をとっても、精

神が浄化していくことが自ずと分かります。これは、私達

ワイズメンが日々の現実的な社会生活の中で、一般的

な生活感覚に浸かり流されてしまい、ＹＭＣＡ精神から

離れやすい状況になるからでしょう。 

 しかし、私達ワイズメンはこの中にあって、月毎のワイ

ズメン例会により、瑞々しい精神的糧をえることができ

ます。この事実は、次の聖句からも明確に教示を受け

ることができます。 

新約聖書：マタイの福音書11章28節～30節『すべて、

疲れた人、重荷を負っている人は、私の所に来なさ

い。私があなた方を休ませてあげよう。私は心優しくへ

りくだっているから、あなた方も私のくびきを負って、私

から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。私

のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからで す。』 

 常に、ワイズメン例会から「心の再生」を積極的に得

ながら、その実践の生活化へ結びつけたいものです。 

ＢＦだより   

～御殿場ワイズから東日本区へ～ 

 

 熱帯夜が続いておりますが、皆さまいかがおす

ごしでしょうか。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！  

  

mailto:tozanso@ymcajapan.org


７月3クラブ合同例会報告 2018年～2019年度 

富士山部第１回評議会報告 
野木重治  

 ３クラブ合同の初例会が7月10（火）沼津クラブ

主催で沼津ニューウエルサンピア沼津で行われま

した。 

 御殿場クラブからは、若林会長、杉山将己、長

田尚弥、金光京子、渡辺芳子、前原末子、杉山

博江、芹沢次子、高橋啓子、稲葉久仁子、山本

光子、堀口廣司、鈴木千代子、小野麻利子、野

木の各メンバーが出席してくださいました。 

 沼津の会長、泉文雄、三島の会長、藤田小夜

子、御殿場の会長 若林久美子で今年度は出発

です。沼津からは渡邊実帆さんが富士山部長に

選出されました。３クラブ合同の初例会でしたので

全員で72名＋ゲスト1名という多人数の方が出席

されました。 

 卓話者は石井真人様40歳、三島在留の方で韮

山高校卒業後静岡大学に入学しその後慶應大学

へ編入され森林関係に興味を持たれ間伐材を利

用した製品作りで起業され松下塾に入門されまし

た。 

 松下塾の塾是塾訓真に国家と国民を愛し          

素直な心で衆知を集め新しい人間観に基づく          

自修自得で事の本質を究め政治、経営の理念を探

求し日に新たな生成発展の人類の繁栄幸福と            

道を求めよう。世界平和に貢献しよう。 

 他クラブの方に聞くと部員の獲得に苦労されてい

るようです。 

我がクラブはその必要が無く幸せです。 

感謝！！          

高橋啓子 

 7月29日（日）ニューウエルサンピア沼津にて富

士山部第１回評議会が行われました。 

渡邉実帆富士山部部長の点鐘で始まりました。 

議案審議に入りまず富士山部部長からは 

・昨年立ち上げたエクステンション委員会をしっか

り継続し、各クラブの充実した活動の協力者として

の部でありたい。 

・ＥＭＣに力を入れ会員増強の為「魅力あるクラ  

ブ」を応援。 

・ＣＳ事業の充実を計りクラブ相互の情報交換、応

援、交流を。等々の活動方針が発表されました。 

次に各事業主査が事業計画を述べられました。 

 会員増強主査…各クラブ２名以上の純増を。 

地域奉仕事業主査…ＣＳ事業の報告をお願い

し、その活動内容を確認しＣＳ基金の配分を決め

たい。 

国際交流主査…今、世界では２分に１人がマラリ

アで命を落としている現状を理解し、マラリア撲滅

に協力をしたい。 

ユース事業主査…高校生主体である高校会議

所への参加に力を入れて、エントリーがあれば内

容により費用等の支援があるので計画の報告をし

てほしい。 

その後、各クラブ会長からの活動方針と進みまし

た。 

それぞれのクラブがワイズの活動を笑顔で楽しく行

い、奉仕活動の充実、地元へのワイズのＰＲ等々

共通した認識を持っていました。 

その計画の中で、地元やＹＭＣＡの青少年奉仕活

動としてサマーキャンプ、スキー教室、サッカー大

会、スピーチコンテスト、作文コンクール、座禅教室

等々の発表がありました。 

次に書記からの報告で９月３０日（日）富士山部部

大会、親睦会が予定されているとの事でした。 

 最後に富士山部部歌斉唱があり、閉会となりまし

た。 

参加メンバー：前原事業主査、若林久美子会長、

芹澤次子ワイズ、神野裕子ワイズ、高橋啓子ワイズ 

   「徳風園」夏祭りのお手伝い！ 

                     井田 伸太郎 

 去る８月１日に標記の奉仕作業に出かけました。 

 お陰様で好天に恵まれ？…外気は３６度を超えた

かな？暑かったです！ 

今回は商工会の青年部のメンバーが不参加で施

設の方々とワイズメンバーでの合同作業でした！熱

中症を恐れて？適宜飲み物を飲み、休憩をしなが

らの作業でした！仕事の内容は刈ってくれた芝を熊

手や竹箒で掻き集め、枯葉も集めて林の肥やし

に！ヨーヨー作り・テント張り・舞台作り・邪魔な木の

枝の選定など等でした。 

「暑かった！」以外の言葉が浮かびません！参加

メンバーは杉山将己・若林久美子・金光京子・渡邉

芳子・前原末子・芹澤次子・高橋啓子・稲葉久仁

子・神野裕子・井田伸太郎の１０名でした。 

ご苦労様でしたまたお疲れ様でした！ 


