
   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』    

 

 12月例会 （富士山部大会） 

 12月1日（土）  ニューウエルサンピア沼津 11：00～                    

 第1部  

開会点鐘             渡邉 部長 

開会の挨拶            沼津クラブ 稲田Y’s 

ワイズの信条・Song       

富士山部長挨拶          渡邉 部長 

来賓紹介              

来賓ご挨拶                    森重男熱海YMCA理事長 

                             田中博之アジア太平洋地域会長 

                宮内友弥東日本区理事               

2017年度 富士山部表彰   前期富士山部（熱海グローリー） 

閉会挨拶            平野正文 沼津クラブ書記 

閉会点鐘            渡邉 部長  

第2部     懇親会 

第３部     富士山部セミナー KJ式による意見交換 

アピールタイム 

部大会出席者報告 

富士山部の歌 

部大会閉会挨拶         渡邉 部長       

2018年 12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 

  

☆December☆  

   Happy Birthday 

 7日 大村メネット 沸子さん 

 11日 渡辺 周ワイズ 

 16日 曳田 卓ワイズ 

 19日 小林メネット 真弓さん 

 30日 渡辺周メネット 弘子さん 

 Wedding Anniversary  

 19日 菅沼道子ワイズ 
        

         

 今月の聖句 

 

 マリアは男の子を産む。 

 その子をイエスと名付けなさい。 

 この子は自分の民を罪から救うから 

 である。 

       

   マタイによる福音書第1章21節 

 

           

1２月  強調月間： EMC－MC 



       １１月例会   11/13（火）     報告：ブリテン担当 渡邉 

 11月例会は功労会員の中田成ワイズ、清子ワイズも出席されて、賑やかな例会になりました。や

はりこのお二人が出席される例会は会がとても引き締まる感じがします。内容としては12月1日に行

われる『富士山部大会』の準備としてKJ法でみんなで予行演習を致しました。予行演習と言って

もKJ法を初めて体験するメンバーもいて、これはこれでみんなで『ワイズメンズクラブ』を考える有意

義な例会でなかったかと思いました。副会長の稲田ワイズが泉会長の代わりに挨拶「これもしばらく来ていなかった

自分へ会長が試練を与えてくれているのかな」と、感想を述べました。また、稲田副会長は今回「旭日双光章」を

受勲され、皇居に行った話を少ししてくださり、またクラブよりお祝いの花束を贈呈いたしました。 

 

 

 

          会長メッセージ（つぶやき Ｎｏ’４１）        泉 文雄 

 私の干支（戌）６回目もまもなく終わろうとしています。最近良く子供のころ～小・中・高・の事を走馬灯のように思

い出します。低学年の遠足には必ず母親が一緒に行ってくれた事、４年生のころ父親の仕事の関係で現在の地

（小山町）に転居、もの凄い田舎に来たな～って子供心に感じました。でも静岡県には縁があったんです。三島の

家には毎年夏になると父親に連れられて来ていました。丹那トンネルを過ぎる頃、必ず御殿場線が東海道線だっ

たころの話を聞かされました、地元の中学校を卒業後、三島の高校に入学（兄二人も韮高・日大予科）でした。

今でも高校の時の仲間が一番です。 

 今ではワイズ仲間が各地にでき、とても嬉しく楽しい時を過ごしています。１１月も岡西君（京都プリンス）長津君

（東京サンライズ）と我が小山町に来ていただき、紅葉＆富士山を満喫しながらゴルフを楽しみました。    

１２月１日は台風で延期になった富士山部大会。沼津クラブホストでありながら、会

長職である私が出席できず、各方面から沢山の仲間が来て下さったのに大変申し

訳ありませんでした。京都トップスクラブの仲間とは２次会に合流、短い時間でした

が楽しいひと時を過ごさせて頂きました。後は１１月８日御殿場クラブ例会にメィ

キャップ、１１月２８日熱海クラブゴルフコンペとこんな感じで過ごしています。御殿場

地区も昨日あたりからやっと冬が来た感じ。皆様も風邪などひかぬよう残り少ない戌

年をお過ごしください。 

     CF 報告 ジャガイモファンドを行って   CF委員長 小林 隆   

10月15日（月）に恒例のジャガイモ・玉ねぎ・カボチャの集配作業を行いました。天候にも

恵まれ、大勢のメンバーが参加し順調に終了しました。お疲れ様でした。結果は、8トン

（810箱）販売することができ、収益は80,096円となりました。収益金は、青少年育成への資

金として活用いたします。 

今回の反省として20箱ほど残ってしまい、苦肉の策として、11月10日に三島市中郷文化プラザ祭で販売

しました。北海道胆振東部地震の支援「北海道から仕入れたジャガイモを販売し､利益を北海道へ還元す

る」を目的に行いました。16箱が販売でき､利益の15,000円を義援金として送ることができました。手伝っ

ていただいた長谷川さんと杉谷さんありがとうございま

した。中郷文化プラザ祭実行委員会からは、「是非来年

も！」との依頼を受けました。次回からは、新たなプラ

ンを付加したジャガイモファンドを考えたいと思いま

す。メンバーの協力をお願いします。   



 皆さん、こんにちわ～！京都トップスクラブ第25代会長の本田正人です。 

 先般は沼津クラブさんがホストの富士山部会に、我々トップスクラブメンバー私を含めて8名で参加さ

せて頂きました。行き帰りは、車組と新幹線組に分かれての沼津往復で、私は車組で往復したのですが、

特に行きの12月1日が、物凄く晴天で、行きの途中に富士山サービスエリアで休憩した時に、今まで私は

見たこともない、綺麗な富士山が見れ、またそのサービスエリア内にある掘っ立て小屋みたいな食堂なの

か？小さなお店で、食べた生しらす丼が、それはそれは美味しく！感動しながら沼津の会場に到着した記

憶が、今も思い出になっております。 

 そして、富士山部会では、思考をこらした企画で、久しぶりにKJ法を体験し、もうだいぶ昔にサラリーマン

をしていた頃を思い出しました。ワイズメンズクラブの最大の課題であるメンバー増強に向けて、「東日本区では富士山部が

引っ張って行かはるんだろうな～！」と、感じた富士山部会でした。西日本区では、我がトップスクラブが引っ張って行くモチ

ベーションで、今動いている感じです。 

 さて、部会が終わってからは、泉会長以下、沼津クラブさんと食事をしながら、楽しい交流が出来、渡邉部長、大村ワイズ、

杉谷ワイズには、二次会までお付き合い頂き有難う御座いました。私個人的には、余りにも良い天気に、ゴルフが出来なかっ

た事を後悔していますので、また日を改め、泉会長と楽しいゴルフが出来る様に段取りして、沼津に行きたいと考えております。   

翌日の2日は、みんなで朝御飯を沼津魚市場まで出向き、美味しい新鮮なお魚類を食べて、干物やその他、お土産買って、

15時には、京都に帰って来ました。本当に沼津クラブの皆さん、お疲れ様でした。また、有難う御座いました。沼津クラブの皆さ

んも、また京都へお越し下さいね。お待ちしております。 京都トップスクラブ 本田 正人  

  富士山部部大会  ホスト沼津クラブ様へ 

京都トップスクラブより出席させて頂き、他部会様を訪問させて頂きますのは 本当に勉強になります。 

中でも テーブルごとのディスカッションはとても良かったです。 今回は時間が無かったので残念でしたが

もっと皆様とお話がしたかったです。 

部会終了後は沼津クラブさんのご好意で懇親会、二次会と開いて下さり とても楽しい思い出の一日にな

りました。帰りには泉会長より皆にお土産まで頂き、本当に重ね重ね有難うございました。 

これからも 京都トップスクラブを宜しくお願い申し上げます。          京都トップスクラブ 小林郁佳 

   縁(えん) 不思議な運命        石巻広域クラブ 日野 峻 
 「痛い!いててて」ぎっくり腰だった。柔道をされていた針灸のＥ先生のところに向かった。Ｅ先生は初めから全盲だったわけではなかった。

パラリンピックで金メダルを取られた恩師の先生に憧れて柔道を始めたと聞いた。そのメダリストに稽古をつけていただいた時のことをお聞

きしたことがあった。熱く燃えた青春の思い出を、ライブ感で。 

 先生の治癒・施術をしていただいて痛みが弱まった時、私のベッドの下に、いつの間にか黒いラブラドール犬がちょこんと座っていた。Ｅ先

生の盲導犬「あい」である。「あい」は、人の会話も気持ちも理解できているとＥ先生は言う。 

「Ｅ先生、宮城県内に盲導犬は何頭いますか？」何の気なしに聞いた。「３頭ですね」「えっ！盲導犬の必要な方がたくさんおられるの

に…なぜですか？」 

今から３０年くらい前のことである。当時、私は登米市にある南方小学校で教務主任をしていた。Ｍ校長先生は、福祉教育に熱心な方

だった。様々な各種学校、行政を経験され、ぶれず言い直しせず潔く的確にご指導くださった、尊敬する先生のお一人だった。「盲導犬

集会」を教頭先生、校長先生に相談した。お二人とも「やりましょう」と快く答えてくださった。おそらく日本中で未経験かもしれないことをす

るというのだ。我々中堅どころの教員が燃えないわけはない。映画「盲導犬クイール」の頃であった。 

「うわ～っ。かわいい」「おりこうさんだね」「かしこ～い」「すごいな」子どもたちの歓声が、感想が校庭に響き、こだました。心の教育は人間

性そのものの価値観、感性、感覚、共有もポイントと考える。全員そうであるか否かを見渡す。確認である。教員には決して子どもと同列

ではなく、そういう立場、見識で臨んでもらいたいものだ。 

盲導犬集会は子どもたちの心に灯を灯したようだ。とある日、学校に総理大臣から感謝状が届いた。宮城県からも。「なんで？」教職員

は誰も知らない。子どもたちに聞いてもらった。すると、総理大臣宛てに手紙を書いた、地元選出の宮城県議会

議員に想いを託した。空き缶に穴を空け、趣旨を書いた紙で巻いて募金してもらった、ジャスコ(今でいうイオン)

に置いてもらった…。かくして、盲導犬育成にと宮城県議会で初めて予算をつけてくださった。全会一致に拍手

で。 

まさに子どものチカラ。「みんな味方＝南方」と人情の町というコンセプトの環境・器で育った子どもたちである。

私たち一市民に感動と共感を与え、世情を動かし一大運動となりやがて歴史を作っていくのは、想いや夢の共

有・実現、情熱、継続性、連携、そして発展性かも。 

未来は子ども自らでつくるもの、大人は手伝い人と考えるがいかがかな。  あうん 

 

他クラブメンバーよりメッセージを頂きました。DBC京都トップスクラブより本田会長、小林郁佳ワイズは富士

山部大会に参加してのメッセージ。本当にご遠方よりご参加ありがとうございました。石巻広域クラブの日野

ワイズは盲導犬募金を日本で最初に始められた方。新聞にも掲載されたそうです。私たちワイズの活動に

『縁』は欠かせないものですね。皆様、記事をありがとうございます。     会長 泉 文雄 



 在 籍 者  18  名  １１月スマイル \     １5，0００    

 出 席 者   １3   名  スマイル累計 \   95,460 

 ゲスト・ビジター   0  名    BF現金 ￥        0 

  メイキャップ   ２   名   YMCA基金 ￥  15,687 

 広義・功労会員    3   名 １０月修正出席率     86.7％ 

編集後記：12月に入ってこれで12月？という感じの暖かい日が続きましたが、急に寒くなり、やっぱり師走はこうでなくては・・と

思いながらもやはり寒いのは嫌ですね。今年もインフルエンザがはやってくる気配です。健康には気をつけて、体調管理をしっ

かりして新年を迎えましょう。（例会が12月1日（部大会兼）でしたので、ブリテン発行を役員会に合わせました。） 

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

        ＜１１月役員会＞      11月19日（月）沼津ＹＭＣＡセンター 

                                         出席者；泉、相磯、山野、長谷川、小林、大山、大村、平野（８名） 

活動報告 

①10/17（水）インド・ハイデラバードクラブ５名とのお別れ会（in 東京）長谷川、相磯 

②10/24（水）京都ＹＭＣＡチャリテｲーゴルフコンペ 泉、渡邉 

③10/27（土）ＹＭＣＡどれみ合唱団：特別養護老人ホーム（ノアノアテラス）秋祭り参加 

④10/29（月）御殿場クラブチャリティー寄席（三遊亭小遊三）泉、渡邉、長谷川、鈴木 

⑤11/10（土）三島市中郷文化プラザまつり参加；小林、長谷川、杉谷 15,000円寄付 

⑥YMCAセンター利用状況を青木さんの長男に報告 長谷川 

⑦じゃがいも販売会計報告 小林 ８０，０９６円の収益、次年度は１００円値上げを希望 

審議事項 

①１２月１日（土）富士山部部大会：ニューウェルサンピア、10:30より登録  

11:00～12:00第一部（表彰） 12:00移動後、食事（合唱披露を含む） 

          ＲＢマラリアのスライド、グループごとの話し合い 

メンバー集合時間9:00、登録費6,000円（沼津メンバー8,000円） 

三島駅北口10:00 バス手配、参加者の最終確認を実施           

②１２月、親睦会実施は白紙 

③２月（TOF）例会：２月１２日（火） 沼津YMCAセンター ドライバーによる人数確認後、弁当準備（泉） 

＜今後の予定＞  

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17日（月） 12月役員会 １８：３０～    沼津ＹＭＣＡセンター 

1月15日（火）  1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～ ホスト：御殿場クラブ 於：東山荘 ←日にち変更になっています。 

2月12日（火）   2月例会  １８：３０～    沼津ＹＭＣＡセンター 

4月14日（日）  第３回日本語スピーチコンテスト予定   

＊部大会（１2月例会）報告は1月号ブリテンに記載させていただきます。 

 BF委員長 山野ワイズより →BF切手よろしくお願いします。皆から少しづつでも集まると大きな力になります。 

              どうぞ宜しくお願い致します。 


