
   NUMAZU  JAPAN CHARTERD，1967 

   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： “No challenge,  No fruit” 「為せば、成る」 

         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』  

 

                             ～8月例会プログラム～ 

                                                 8月21日（火）沼津YMCAセンター 

                                                                                                                             司会：杉谷Y’s 

     開会 点鐘                                                                                           泉         会 長 

     開会の挨拶                                                                                     小林      Y’s 

      ワイズの信条・ワイズソング                               渡邉     Y’s 

     会長 挨拶                                                                                      泉       会長  

     ゲスト・ビジター紹介                                                  泉        会長 

     食前の感謝                                                                                      大山    Y’s 

                     食 事 

          誕生日･結婚祝い                                     

         クラブ連絡事項                                                                        各委員会 

     出席率･スマイル報告                                                     平野  書記 

     閉会の言葉                                                                               稲田 Y’s                                                

     閉会 点鐘                       泉 会長 

   

   台風の為、納涼例会は通常例会に変更 

           日にちも変更になりました） 

2018年 8月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

～今月の聖句～ 

   

    

   だから、私の愛する人たち、 

   いつも従順であったように、 

   わたしが共にいるときだけでなく 

   いない今はなおさら従順でいて、 

   恐れおののきつつ自分の救いを 

   達成するように努めなさい。  

   フィリピの信徒への手紙 ２章１２節   

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

   ☆August☆  

 Happy Birthday 

   ８月  ８ 日 小林 隆Y‘ｓ 

  ８月３１日     相磯 優子Y’s 

 Wedding Anniversary  

     該当者ありません。         



  会長メッセージ（つぶやきNo’38）    泉 文雄 

クラブ７月例会も無事に終わり、ひと段落の８月、夏大好きな私もこの暑さ

には、苦戦しています。７月２３日熱海クラブ例会には会場に行き、登録を

済ませたまでは良かったのですが、なんとなく調子が悪く、早退させていただ

き帰宅しました。（と言っても車で一時間はかかります）翌日病院に行きまし

たら、診断結果は今はやりの「熱中症」と「夏風邪」のダブルパンチ。翌々25日の熱海グロー

リークラブの初例会にも出席できず、以後毎日病院通いの７月でした。まだまだ暑い日が続くよ

うです。猛暑にめげず・・・頑張りましょう。 

会長になってから会長メールに部大会案内や各クラブブリテンの案内が送られてきます。遠いけど行ってみたいな

と思う所もありますし、近くても登録費が？えっ行けないや！って所もあります。ワイズの各行事は多くの仲間が来や

すいようにしていくのが本来の姿じゃないでしょうか。原点に戻ろうよ！！（遊ぶなら個人的に、宴会をするなら自分

の懐で考えればよいことだと思います） 

ここ何年かドライバーとしてドライバーのつぶやきを投稿していました。今までのドライバーのつぶやきから継続していま

すので、そのつもりでお読みいただけると大変有難いです。今期一年間どうそ宜しくお願い致します。 

   ７月初例会報告  7／10（火）ニューウエルサンピア沼津 

7月は恒例の3クラブ合同初例会。泉会長、藤田三島クラブ会長、若林御殿場クラブ会

長の爽やかかつ元気な今年度初の点鐘。一年の始まり

と共に背筋がピンと伸びました。年に2回の沼津、三島、

御殿場クラブの合同例会の為、3クラブのメンバーはもち

ろんのこと、沼津クラブチャーターメンバーの中田成ワイ

ズと清子ワイズも参加して下さり、また富士山部他クラブ

からも大勢のメンバーに参加していただいて賑やかな例

会になりました。ゲスト・ビジターと沼津クラブメンバーを

含めて合計７1名の泉丸出航でした。 

卓話は「志を繋ぐ」と題して、杉谷美砂ワイズのご友人

石井真人さんにお話をしていただきました。石井さんは松

下政経塾で学び、ご自身も経営コンサルタントとしてご活躍されています。松下政経塾で

学ばれたことをわかりやすくお話して下さいました。若さと元気に溢れたフレッシュなお話に富

士山部各クラブメンバーも聞き入っていました。石井様ありがとうございました。 

      理事メッセージ 第2号    東日本区理事  宮内友弥（東京武蔵野多摩） 

西日本を中心に発生しました７月豪雨で被災された皆様に、心からお見舞い申し上げますと

共にこれ以上の災害の拡大が無いことを祈ります。（東日本区の支援については、別項を参照

ください。）新年度が始まり１ヶ月。各クラブでも本年度会長の元、気持ちも新たに１年の計画と

夢を描いておられることでしょう。お一人おひとりがそれぞれのクラブに有って、より良い社会にす

ると言う夢に向かって良いお働きをしていただかなければなりません。どうぞこの１年、悔いのないよ

う存分にご活躍されることを期待します。 

さて最新の半年報によりますと、直近の884名（2018.1.1）から860名（2018.7.1）で24名減の厳しいスタートと成り

ました。しかし７月には、既に甲府21クラブ4名（7/3）、宇都宮クラブ2名（7/3）、甲府クラブ1名（7/10）の入会式が

行われ、その他にも入会式を予定されているクラブが有ります。今期の達成目標1,000名に向けて会員増強に邁

進いただくようお願いします。猛暑が続いています。熱中症にお気をつけ下さい。       理事通信より 



   第1回富士山部評議会報告       7月29日（日） 

各クラブ評議員の出席のもと会長主

題、主査の方針が承認されました。

審議は進行され、無事に終えること

が出来ました。今回は役員会と評議

会が分かれて開催され、6月30日に

開催された役員会での協議事項が評

議会でも継続審議となったため評議

会でも審議されました。   

議案＊メネット連絡員について 

富士山部では部長が兼任しているが

メネット委員を別に立ててはどうか

という議案が出され、各クラブの意

見を聞く。部則改訂する必要がある

ため、部則改訂委員会を開く予定。 

７月９日の伊東クラブを皮切りに、１０日沼津・三島・御殿場クラブ合同、１１日富士・富士宮合同、１８日下田クラブ、２３日

熱海クラブ、２５日熱海グローリークラブと全９クラブの今年度初例会が執り行われました。どのクラブも会長以下顔ぶれ

が変わり、（会長続投のクラブは富士山部では３クラブありますが）心新たに各々のクラブの船が出港しました。どの会長さ

んもそれぞれの思いを旨に、一年の抱負を述べられていました。それぞれのワイズに対する思いも違うと思いますが、ボラン

ティア活動を元気にやって行きたいとの思いは同じ！と感じました。 

  ↑伊東クラブ  山田会長 御輿登場 

 ↑第21回東日本区大会理事杯 

 ゴルフコンペ優勝者表彰 

       下田クラブ 例会  

   チョットお洒落な和風ホテル温泉付き 
     熱海クラブ 初例会  

宮内理事公式訪問 市長・県議も列席 

 

富士・富士宮クラブ 

    ↑富士宮高校会議所 

  ↑勝又会長ご挨拶 

 熱海グローリークラブ 



 在 籍 者  18  名  7月スマイル \     54,860 

 出 席 者   14  名  スマイル累計 \   ５4,860 

 ゲスト・ビジター   2  名    BF現金 ￥        0 

  メイキャップ   0   名   YMCA基金 ￥   9,568 

 広義・功労会員    3   名  ７月出席率       80％ 

編集後記：7月の例会は合同が2箇所（5クラブ）、単独4箇所の恒例の初例会訪問。宮内理事にも「富士山部は凄いね。お互

いに訪問しあって素晴らしい！」とお褒めを頂きました。他の部もそうかと思っていたので、びっくり。富士山部のいいところです

ね。お互いに励ましあってもっと元気な部になりたいと思いました。http://numazu-ys.jp  E-mail: mail@numazu-ys.jp                   

           ７月役員会＜ 活動報告 ＞ 

   ①会長より；役員名簿配布（確定版）、予算案承認、ＣＳ事業の拡充を目指す 

   ②7/1付半年報；沼津クラブ１８名（内 功労２、広義１）、富士山部全体１８３名 

   ③７月 ３クラブ合同例会；中田ワイズからのスマイルの使途については検討課題 

                ④富士山部他クラブ、初例会出席について 今後の予定、出席者の確認 

                 ⑤7/7第１回東日本区役員会報告（渡邉） 富士山部メネット連絡委員について 

                                ⑥7/8 ＹＭＣＡドレミ合唱団 たなばた交流会参加（長谷川、平野） 

                                ⑦熱海ＹＭＣＡ ９月実施 納涼例会について（茨城ＹＭＣＡとの交流） 

 ＜審議事項＞ 

①８月納涼例会について；特別例会のため ゲスト・ビジター料金 ４，０００円にする 

（通常時は３，０００円、センター実施時は１，０００円） 

②7/29 第１回富士山部評議会；１３：００登録開始、会議は１３：３０～１５：００ 

③7/29 沼津夏まつり清掃奉仕；集合時間４：５０ 参加予定者；７名 

④今年度も、沼津福祉まつりに参加；10/8（月）カレーライス販売  

⑤北海道じゃがいも等の配送作業；10/13（土）＆10/15（月） 

⑥8/9～8/13 国際大会（韓国麗水）参加者（渡邉・相磯）補助金（一人３０，０００円） 

⑦9/30 富士山部部大会 実行委員長；泉  会費；６，０００円  

⑧10月インド・ハイデラバードクラブ訪問について；ＩＢＣ予算の中で対応する 

⑨6月東日本区大会の打ち上げ会；9月7日（金）予定 

                       出席者；泉、渡邉、相磯、菅沼、杉谷、鈴木、長谷川、大村、大山、小林、平野（１１名） 

 ＜今後の予定＞  

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

８月１７日（金）＆８月３１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 １８：３０ 沼津ＹＭＣＡセンター ⇒８日納涼会が台風で延期された為、例会は８／２１(火）延期されま

す。それに伴って２０日の役員会も２１日になります 

9月7日（金）東日本区大会の打ち上げ会   

9月10日（月）９月役員会 １８：３０ 沼津ＹＭＣＡセンター 変更になっています 

９月３０日（日）富士山部会（沼津クラブ９月例会）  

10月７日（日）ＹＭＣＡドレミ合唱  市民合唱祭参加 市民文化センター 

10月8日（月）沼津福祉まつり カレーライス販売実施 キラメッセ 

10月13日（土）15日（月） 北海道じゃがいも等の配送作業 


