
   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」 

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」 

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」 

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！』 

       沼津クラブ会長（泉文雄） 主  題:  『大道無門』    

 

   11月例会 プログラム 

 11月13日（火）  ニューウエルサンピア沼津 

                   司会：平野Y’s 

開会点鐘           泉 会長 

開会の言葉          杉谷Y’s 

ワイズの信条・Song      大山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          山野Y’s 

        会  食 

富士山部大会 Simulation（シミュレーション） 

誕生日・結婚祝い   

クラブ連絡事項・出席率スマイル報告 各委員会  

閉会の言葉           長谷川Y’s    

閉会点鐘            泉 会長      

 

 

2018年 11月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

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

 ☆November☆  

   Happy Birthday 

 11/  7    大山晴康Y’s 

 11/10   稲田精治Y’s 

 11/25   大村貴之Y’s 

 11/27   片岡章一Y’s 

Wedding Anniversary  

  11/10   山野 弘Y’s  

  11/19   中田 成・清子Y’s 

  11/20   平野 正文Y’s 

         

   ～今月の聖句～ 

  その道を知っているのは神。 

神こそその場所を知っておられる。 

  神は地の果てまで見渡し、 

天の下、全てのものを見ておられる。 

    ヨブ記 28章 23～24節 

 11月  強調月間： ワイズ理解  ファミリーファースト 



       10月例会              報告書記：平野 

 １０月１１日（木）、ＩＢＣ・インド・ハイデラバードクラブより５名

（男２、女３）のビジター、富士山部より３名のビジター、そして５

名のゲストを迎え、たいへん賑やかな例会が開催されました。 

 インド・ハイデラバードクラブのメンバーは１０月９日（火）に来日され、彦根に２

泊した後の沼津訪問でしたが、何度も来日されているVJさん他、日本語もよ

く理解されているメンバーも参加されていましたので、意思疎通については全く

問題なく、例会をみんなで楽しむことができました。参加者全員、よい思い出が

作れたものと確信しています。 

 歓迎のあいさつ、訪問のあいさつの後のプレゼントの交換に例会の多くの時間を割きましたが、インド・ハイデラバー

ドクラブから心のこもった過分なお土産頂きました。沼津クラブからはハンドメイドのバッグ、そして戸田の塩などを差し

上げました。（あとで、戸田の塩の評判が良く、追加して差し上げたことを聞きました）食事の後は、今回の訪問でお

世話になった大村興業の大村保二さんの本当に見事なマジック

ショーを楽しむことができました。翌日は、メンバーの案内で浜岡原

発、富士山世界遺産センター等を見てもらい、土曜日には御殿場

東山荘に５名のメンバーを無事、お送りすることができました。 

彦根、インド・ハイデラバードクラブとのトライアングル交流が始まってか

ら１３年の月日が流れ、これまでも様々な親睦を続けてきましたが、ワ

イズメンズクラブにおける国際交流の楽しみ、意義深さを今回の例

会で改めて感じることができました。  

     ＢＦ委員長から使用済み切手収集のお願い   山野 弘 

切手収集の締切が来年２月になっております。昨今１０００ｇの切手を集めるのがとて

も大変です。１月例会に届けて頂ければ、チェックをし２月には事業主査に送れると思

います。現在中田ワイズご夫婦より外国切手２３０ｇ・日本切手８５ｇが届いておりま

す。その他いつも集めてくれる数名のメンバーからの分も合わせてもなかなか１０００

ｇと言う数字には到達できませんが、少しの切手でも皆で集めれば１０キロ６０００円

になります。あと２か月少しでもメンバーの皆様全員が気にして頂ければ幸いと思いま

す。伝統ある「ＢＦの沼津クラブ」を大切に皆様で応援して下さい。 

どうぞ宜しくお願い致します。（１月例会又は役員会にて収集いたします） 

 理事通信  １１月       東日本区理事宮内友弥（東京武蔵野多摩） 

８月２５日に先陣を切って行われた北海道部部大会を皮切りに、１０月２５日のあずさ部部大会まで、台

風のため１２月１日に延期となった富士山部を除く東日本区６部の部大会が終了しました。それぞれの部

とも基調講演、コンサート、パネルディスカッション等、従来にない新しいアイディアを盛り込んだ素晴らしい

大会でした。各部長の下、本年の計画と夢の実現に向けて決意を新たにされていることでしょう。折しも１

１月１０日は「ワイズデー」です。お一人おひとりがそれぞれのクラブに在って、「より良い社会にすると言う夢に向かって何がで

きるか、何をしなければならないか」をお考えいただき、将来のワイズの発展に向けてお力をいただきたくよろしくお願いいたしま

す。 

本年度も年４回開催されます東日本区役員会では、議案の審議に加え役員の皆さまの「協議」の時間を設けています。

ワイズに対するメンバーそれぞれの思いや期待・要望事項・疑問点をシェアし共に考える場にしたいとの観点から、将来のワ

イズの発展に向けてワイズの良いところ（伸ばすべき長所）、問題点、疑問点、改善すべき点などを、部のみならず国際、区、ク

ラブ、会員個人にも対象を広げて協議する場となっています。是非皆様の忌憚のないご意見をお寄せくださるよう重ねてお

願いいたします。 



   ♪沼津YMCAセンター ドレミ合唱団♪  

10月27日（土）沼津市大平にある特別養護老人ホームノアノアテラスさんの「秋ま

つり」に参加して歌ってきました。入居者の皆さま、利用者の皆さま、御家族の皆さ

ま大勢参加されていた中、みなさま御一緒に大きな口を開けて歌ってくださったこと

が一番嬉しいかったです。 

ご希望がありましたらどこへでも？慰問させていただきますので、ご遠慮なくご連絡

下さい。渡邉実帆090-3954-8186     参加者 長谷川・平野・渡邉実帆 

   御殿場チャリティ寄席   

        御殿場クラブ主催（東山荘＆富士山部共催）   報告 渡邉実帆  

 10月29日御殿場クラブ主催でチャリティ寄席が開催されました。三遊亭小遊三さん、さすが

です。お腹の中から大笑い、お腹がねじれました。（お腹少し痩せたかしら？）御殿場クラブの前

原末子富士山部CS主査は山梨県大月市出身で小

遊三さんと同郷であることからお知り合いを通じて今回

実現となったとのことです。東山荘のホールには早くからお客様が並び（自由席）時

間通りに始まり、落語を身近に感じ、楽しい時間を過ごすことができました。このような

楽しい寄席は良いですね。参加してワクワク、笑って元気にチャリティできる、素敵な企

画でした。 

参加者（チケット購入者）鈴木美代子 長谷川（2枚） 泉文雄 渡邉実帆（３枚）  

             会長メッセージ（つぶやきNo’40）       泉 文雄 

 ９月２日（日曜日）我が家の愛猫しろ（年齢不明・元野良猫）朝ご飯を食

べた後急に腰が崩れ倒れました。とても痛そうにないていました。我が家の

同居犬・猫のかかりつけの動物病院は休診、最近開院した長泉町の動物先端

医療センターに電話して連れて行きました。病名は「大動脈血栓寒栓症」緊

急入院し先端治療をして頂きましたが３日目に亡くなりました。我が家族

（犬・猫）の火葬場に行き埋葬して来ました。色々と手のかかる猫でしたが

家族となり、沢山癒された思い出があります。１０月２日（火曜日）次は愛

犬チビ（年齢不明・迷子犬）やはり医療センターにて、健康診断及び避妊手

術１週間の入院、今は元気に我が家で駆け回っております。 

 １０月２４日京都プリンスクラブ岡西君に誘われ京都ＹＭＣＡのチャリティゴルフコンペに渡邉実帆

ワイズと参加、東名駿河湾サービスエリアで午前４時待ち合わせ、新名神甲南インター経由センチュ

リー・シガ・カントリークラブを目指しました。岡西君・牧野君のお出迎え、８時４５分ＯＵＴスター

ト。今年の夏の暑さでグリーンが最悪の状況でしたが、楽しいゴルフでした。プリンス岡西君・東京サ

ンライズ長津君、渡邉部長、泉の４人でプレイ。表彰式はまたまた楽しい雰囲気、泉３５位（京都キャ

ピタル３５周年賞ゲット）名刺交換し周年行事おめでとうスマイルをさせていただきました。実帆ワイ

ズは３０位、牧野ワイズの会社のプレミアムマッサージ９０分券！総勢７６名。又新しい出会いが！京

都グローバルクラブのサワダケンジ（澤田賢司）君（今話題のコンサートキャンセルしたあいつか～）

又の再会を楽しみにしています。夜は実帆ワイズの友達の料理屋、昔話に夢中の実帆

ワイズを無視、どんどん料理をたのみ京料理をたらふく堪能。翌日岡西君おすすめの

愛宕念仏寺、自然と笑顔になる石仏が数百体。お

すすめですよ！次に旧嵯峨御所大覚寺６０年に一

度の大開封法会（嵯峨天皇直筆紺紙に金泥の文字

で書いた般若心経）を拝見し帰途に付きました。

駿河湾サービスエリアに夕刻６時到着、我が家に

は７時。楽しい京都ＹＭＣＡゴルフコンペでし

た。ゴルフはとても良い親睦、皆さんもやりま

しょうよ。今日帰宅したら熱海クラブの親睦ゴル

フのＦＡＸが届いていました。 



 在 籍 者  18  名  10月スマイル \     １３，１００    

 出 席 者   １０   名  スマイル累計 \   80,460 

 ゲスト・ビジター  １３  名    BF現金 ￥        0 

  メイキャップ   ３   名   YMCA基金 ￥  13,129 

 広義・功労会員    3   名 １０月修正出席率     86.7％ 

編集後記：今年は台風の影響で紅葉が心配されましたが、今年も各地で綺麗な紅葉が楽しめるようです。良かった～。世界

各地でも洪水や山火事などの怖いニュースが入ってきます。天災はどうしようもないですが、起こっても対応できるような備えが

必要ですね。ボーイスカウトは「備えよ、常に！」私たちも「備えよ。常に！」大事ですね。 

http://numazu-ys.jp  E-mail: mail@numazu-ys.jp                              ブリテン担当 Ｍ                                     

                     10月活動報告 

  ＜１０月役員会＞                       10/15（月） 沼津ＹＭＣＡセンター 

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

活動報告①ＩＢＣ交流事業10/11（木）～10/14（日）；10/11見学・例会、10/12観光・見学,10/13御殿場 

                                      10/14御殿場→川越 見送り 経費は再計算 

        ②10/13（土）&15（月）じゃがいも等販売・配送（小林）;１３名参加  

        ③10/8（月）沼津福祉まつり 参加者 泉、鈴木、相磯、菅沼、杉谷、長谷川、大山、山野、大村  

       売上金；７９，３００円 残金 ３６．０００円はチャリティー災害義援金として支出 

    ④9/18(火）三島クラブ 入会式   9/19（水）町田地域新クラブ第６回準備例会 （渡邊）  

    ⑤9/22（土）仙台・北東部部大会（相磯）次年度アジア大会の案内 登録費：36,000円 

    ⑥10/4（木）熱海ＹＭＣＡ移動理事会、茨城ＹＭＣＡの概要説明 （長谷川、稲田） 

    ⑦10/6（土）福島郡山・メネットの集い （渡邉） 

審議事項①１１月例会；11/13（火）実施 場所：ニューウェルサンピア  内容：12/1（土）富士山部大会のリハーサル 

    ②１２月１日（土）富士山部大会 １０：３０より登録 １１：００開始  ※参加者再募集 登録費；6.000円  

     ※沼津クラブの12月例会とする（メンバーは8,000円）  

    ③１２月１１日（火）親睦会実施；場所 御殿場時之栖一泊（予定） 

    ④１０月２９日（月）御殿場クラブチャリティー寄席（三遊亭小遊三） 場所：東山荘 時間：１８：００～自由席（３，０００円） 

    ⑤東日本区大会 残余金（215,000円）の使途について；①ＪＥＦファンド献金②ＹＭＣＡ沼津センター支援に活用したい 

    ⑥8月例会キャンセル料金を立て替えている泉会長に支払う 

    ⑦ＢＦ用切手；1月の合同例会時に提出 

    ⑧第3回日本語スピーチコンテスト 実施日：4月14日（日）で準備する 

＜今後の予定＞  

11月19日（月） 11月役員会 １８：３０～ 沼津ＹＭＣＡセンター                 

12月 1日（土）富士山部部大会 登録１０：３０～ ニューウェルサンピア 

12月11日（火～水）沼津クラブ親睦会 御殿場時之栖               

12月17日（月）12月役員会 １８：３０～  沼津ＹＭＣＡセンター 

1月1７日（木）3クラブ合同例会１８：３０～東山荘（御殿場クラブ担当）注意日程変更！！ 

お詫び：10月号ブリテン鈴木美代子さんの報告（沼津ふくしーまつり記事）において、大山ワイズと記載しましたが、最初から

最後までお手伝いをしてくださったのは山野ワイズでした。お名前を間違えて失礼致しました。  

CF事業ジャガイモ・玉ねぎ・

かぼちゃの報告は次月にま

とめて報告いたします。 


