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 第３９０号    １１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１１月度例会プログラム 

 

時間     2018年11月8日（木）18時30分～ 

場所     東山荘 

受付   小野麻利子Y’s・金光京子Y’s 

司会   井田伸太郎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 食前感謝 岩田郁代Y’s 

９ 卓話 内海重忠氏 

１０ 誕生日・結婚記念日祝い 各自 

１１ スマイル・ＹＭＣＡ基金 渡邉芳子Y’s 

１２ 閉会の言葉 司会 

１３ 閉会点鐘 若林会長 

   

在籍数  24名 メネット  1名 ｽﾏｲﾙ報告    17,000 BF活動切手      0pt 

出席者  17名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計   100,000 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ   2名 ゲスト  1名 YMCA基金    2,480 累  計      0pt 

出席率  70.8％ ビジター  0名 YMCA累計      12,982     

修正出席率  79 ％ 出席者合計       19名       

10月例会報告 

11月お誕生日おめでとう 

 10日 若林久美子Y’s 19日 鈴木千代子Y’s 

 12日 高橋隆造Y’s  30日 杉山將己Y’s 

 12日 杉山早苗ﾊﾟｰﾄﾅｰ  

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

は渡邉ドライバー委員長へ連絡の上、ご出席下さい。 

 

熱海クラブ  11月26日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  11月13日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   11月12日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  11月20日(火) お食事処 松韻 

下田クラブ  11月21日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 11月28日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 11月8日（木）YMCA東山荘 

富士クラブ 11月14日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 11月27日(火) パテオン 

この人が生まれつき目が見えな

いのはだれが罪を犯したからで

すか。本人ですか。それとも両親ですか。本人

が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したから

でもない。神の業がこの人に現れるためであ

る。（ヨハネによる福音書9章2節～3節） 

今月の聖句 

11月ご結婚おめでとう  

 自己申告してください。 

中部部会（DBC名古屋東海クラブ主幹）訪問 

                         堀口廣司 

 １０月６日（土）、若林会長、芹澤副会長、長田さ

ん、堀口の４名でDBCの名古屋東海クラブが主幹す

る西日本区中部部会に行ってきました。部会の実行

委員長には前会長の長谷川さんが就任され鷲尾会

長がホスト役で会場のアイリス愛知は90人以上が集

まる盛会でした。１部の部会では富山に新クラブが出

来ること。名古屋東海クラブはこの部会を期に５名の

若手メンバーが入会されたこと等の報告があり盛り上

がりました。二部は2005年愛知万博の事務総長の

中村利雄氏が講師として「愛知万博の意義とその後

の万博の国際的な流れ」との講演がありました。愛知

万博は「自然の叡智」を追求し、自然の摂理に謙虚

に学ぶことから始まり市民参加により質の向上はもち

ろん、収益的にも大成功を収めたとのこと。2025年

に大阪万博が日本からエントリーしているがエカテリン

ブルクのロシアの追撃も激しいそうでいずれにせよ地

球的課題にコミットした博覧会が求められている。い

かに市民、来場者と一体になた博覧会が開催できる

かが課題である。との講演がなされました。３部懇親

会は来年6月の京都での第22回西日本区大会、来

夏の仙台でのアジア大会のアピール、３番目は御殿

場・奈良のDBCが壇上に立ち、東山荘チャリティーゴ

ルフ、三遊亭小遊三落語会のアピールをさせていた

だきました。若林会長以下４名が参加し名古屋東海

クラブの活躍の陰には御殿場クラブありと中部部会

長さんや皆さんが感心していらっしゃいました。  

 

イ ン ドハイデラバー ド ワ イズ メ ンズクラブから            

5名のお客様がご来荘           堀口廣司                                                                                            

 10月13日、高橋、芹澤両副会長と長田さん、長田

チーフ、光永さん、堀口でインドの皆さんと食事会を 

徳の貯蓄 

                          芹澤次子 

 人生100年時代といわれる現代です。 

貯蓄とは、ふつうは金銭を蓄えることをいうと思います

が、今の時代それだけではなく、体力も知識も蓄えて

おく必要があるのではないのかと思うのは私だけでしょ

うか。 

徳とは「自分が他者と共に、よりよく生きていくために必

要な精神の能力が徳である。」・・・と物の本に記してあ

りました。 

徳の貯蓄は誰でも、どんな地位にある人でも行おうとす

る意志があれば、必ずできると思います。またいつから

でもできますし、「人は徳の高い人のもとに集まる。」と

いわれますように、為すべきことを先にして利得をあと

まわしにする。 

善なる行為（善行）の積み重ねが徳となり、徳は磨けば

質が高まり、反対に悪行の積み重ねが悪徳（罪）とな

る。 

徳も悪徳も、その人の内に蓄えられる。 

悪徳を減らして徳を増やすよう努め「他人の喜びが我

が喜びに」の精神で日々生活していきたいと感じるこの

頃です。 

もちました。ﾊｲﾃﾞﾗﾊﾞｰﾄﾞｸﾗﾌﾞは沼津、彦根クラブと 

1965年からIBCを締結し団長格のラマデビ ヴェマ

ラジュさんは４回目、コーサム チャクラパニさんは

２回目の御殿場、東山荘訪問だそうです。一人の

ご婦人以外はベジタリアンでグリーンサラダと野菜

のてんぷら、ふかしイモ以外は召し上がらず文化の

差異を感じました。また紅茶は飲まれずコーヒーを

召し上がったり食事の時間は何となくギクシャクしま

したが高橋副会長の日本舞踊で座は盛り上がり最

後は皆で炭坑節を踊り日印友好の輪は一挙に燃え

上がりました。2019年に60周年があり是非お越しく

ださいとのこと。2020年にはインドの舞踏家４人を

連れて再度御殿場を訪れたいそうです。 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


10月例会報告 三遊亭小遊三氏ﾁｬﾘﾃｨｰ寄席 

ＢＦだより   

～御殿場ワイズから東日本区へ～ 
 木々の紅葉が美しい季節になりました。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

思います。 

 今月は井田Y’ｓより使用済み切手75gのご協力を

いただきました。ありがとうございました！ 

また来月もご協力お願いいたします。 

 

                                       

本日の卓話者は、井田Y’sの紹介で小

山役場の職員をしている、湯山宣麿様

に折り紙の指導をして頂きました。紅白

の鶴とペンギンの折り方を指導して頂き

ましたが、私のモグラの手に軍手をはめ

たような指では大変

難儀でした。                                        

 会長を始め周りの

仲間たちに、ほとんど

手伝って頂き完成を

見ました。皆、童心

に帰り指導を受けな

がら真剣に折ってい

るようでした。あっと云う間に時間が過

ぎ、湯山様からもう一つ折りたいのです

が時間のようですので、本日はこれまで

としますとの事で終了となる。 

 誕生祝い、結婚記念日と進み、若林

会長の閉会点鐘にて中身の濃い10月

例会を終了する。 

 

 

 

                        杉山 將己 

 10月に入っても秋を感じさせない残暑が

続いています。長田尚弥Y’sの司会で10

月例会が始まりました。若林会長の点鐘・

ワイズソング・ワイズの信条と進み、堀口Y’

sの聖句については（善いサマリア人より）

行ってあなたも同じようにしなさい、を説い

てくださいました。 

 又、9月29日に開催された「ふれあい広

場」では、コストコから提供して頂いた商品

をバーゲンにて販売して頂き、ご苦労頂い

た結果、【108,090円】の売上があり、早

速、西日本の被災地へ（50,000円）、更に

北海道の被災地へ（58,090円）夫れ夫れ

のYMCAを通して、支援金として送金したと

の報告がありました。又、YMCAの若者が

西日本の被災地でのボランティア活動をし

ているところを、写真をとおして紹介してく

れました。 

 若林会長の挨拶では、ふれあい広場で

のご苦労、富士五湖クラブ主催の富士山

例会、名古屋東海クラブへの訪問には、夫

れ夫れ参加して頂きご協力に感謝しますと

のお礼の言葉がありました。さらに、本日卓

話者として来ていただいた湯山さんは、徳

風園や平成の杜で永いことお世話くださっ

ている方ですと、紹介がありました。 

 又、血圧のお話で、少々高めでも安定し

ていれば良しではだめです、血圧は低くす

る事に努力してくださいとの指導をして頂き

ました。 

 小野麻利子Y’sの食前感謝では、例会

での食事がおいしくて、例会に参加するの

が大変楽しみです、長田チーフに感謝しな

がらいただきたいと思います。この言葉に長

田チーフより、作っているのは私ではないと

のことでしたが、作らせているのは長田チー

フです。 

富士山例会に参加して 

                      小野 麻利子 

10月6日、前原Y’sと一緒に富士山五

合目の山小屋で行われた、富士五湖ク

ラブ・東京サンライズクラブ合同の例会

と、ﾊﾞｰﾍﾞQ懇親会に参加させていただ

きました。 

台風の影響で一週間延ばしで行われた

ので、いつもの半分の参加ということでし

たが、例会後のﾊﾞｰﾍﾞQ懇親会は富士

五湖クラブの心のこもったおもてなしに

感激し、楽しいひとときを過ごさせていた

だきました。 

 

                堀口 廣司 

 １０月２９日（月）御殿場ワイズ主催の

小遊三師匠と藤枝出身のお弟子さん

の雷門音助氏と山中湖出身の曲芸師

鏡味味千代氏の三方による落語会が

開催されました。 

 当日は18時開演、19時30分お開き

の会でしたが420人のお客さんが17時

前から集まり東山湖フィシングセンター

駐車場まで利用いただくほどの盛況で

富士山部の男性陣の面々に駐車場の

誘導係をお願いし事なきを得ました。若

林会長と前原実行委員長からの挨拶

でワイズからのアピールと開催経緯をお

知らせしました。 

 小遊三師匠の落語は古典に忠実な

聴かせる噺。鏡味さんの曲芸は古典的

な華やかな大技も入った本格派で笑い

とドキドキの途切れる時もないほどの熱

演でした。小遊三師匠は歴代の笑点の

司会者の師匠方の思い出から現在の

翔太さんも来年早々には危ない？との

話から人情噺しに入り新作と古典の融

合した笑いっぱなしの時間を過ごしまし

た。 

  

 

  

 

 

西日本豪雨への支援金だけでなく帰りの

ロビーでは北海等地震支援の募金が13

万円以上も集まるというお客様も大満足

の落語会でした。御殿場クラブ一人一人

の頑張りと富士山部の厚い友情に支えら

れた大イベントは東山荘の森が車のライト

で煌々と光り輝くほど凄い会となりました。 


