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   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』    

 

  1 月 例 会  

  

  ＜沼津・三島・御殿場3クラブ合同新年例会＞ 

    ～～富士山部長公式訪問～～ 

 1月17日（木）  18：30～ 東山荘    

             司会：杉山Y’s（御殿場）                

開会点鐘             3クラブ会長 

開会の言葉            沼津クラブ  

ワイズソング・ワイズの信条       司会者     

会長挨拶              沼津・三島・御殿場 会長 

ゲストビジター紹介          若林会長（御殿場） 

来賓挨拶  富士山部長            渡邉実帆Y’s 

      御殿場市長            若林洋平Y’s  

食前の感謝            長田和子Y’s（御殿場） 

日舞               ・・・御殿場木の実会の皆様            

誕生日・結婚のお祝い        各クラブ 

出席率・スマイル報告         各クラブ 

閉会の言葉             三島クラブ 

閉会点鐘             ３クラブ会長 

2019年 1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 

  

January  

    

  Happy Birthday 

 ５日 相磯ワイズ 和彦さん 

  Wedding Anniversary  

 1５日   長谷川ワイズ 
        

 

     

 今月の聖句 

  

   

  目を覚ましていなさい。 

 信仰に基づいてしっかり立ちな 

 さい。雄々しく強く生きなさい。 

 何事も愛をもって行いなさい。       

  

      コリントの信徒への第一の手紙 

                 １６章13～１４節 

           

1月  強調月間： IBC DBC 



    １２月例会 （富士山部大会）   12/1（土）  

                           報告：書記 平野 

 強烈台風襲来のため延期された今年度の富士山部大会が２か月遅れで、12月1日（土）に約  

90名もの多くのワイズの仲間を日本各地から迎えて、盛大に開かれました。本当に感謝の想いで

一杯です。この紙面を借りて心から御礼申し上げます。 

 第１部では森熱海ＹＭＣＡ理事長・田中アジア太平洋地域会長そして宮内東日本区理事の挨拶の後、例

年通りに前年度の熱海グローリークラブから富士山部表彰が行われました。 

 大会メインメニューの第２部の懇親会では、相磯優子Y’sの司会のもと、大変賑やかに食事と音楽を楽しむこと

ができました。楽器演奏の他、参加人数が少し足りませんでしたが日頃より、沼津ＹＭＣＡセンターで練習してい

る、どれみ合唱団の発表もありました。京都部長によるロールバック（ＲＢＭ）運動のパーフォーマンスにも衰えぬこ

の活動へのワイズメンの熱意を感じることができました。（川上京都部長様ご遠方よりありがとうございました。） 

 第3部の「ワイズトーク」と名づけられた意見交換会、富士山部セミナーは沼津クラブならではの工夫がなされ

た意義ある試みだったと思います。大村貴之Y’sの指導のもと、沼津クラブの11月例会でリハーサルを実施してい

たので、沼津クラブのメンバーは要領よく各テーブル席でそのかじ取りを実践することができた思います。 

 自然災害とはいえ、2か月の大会延期は拍子抜けする気持ちもありましたが、参加された皆様のおかげで無事

にホストクラブとしての役割を何とか無事に終えることができました。沼津クラブの活動メンバー数は多くありません

が、今回の部大会での協力を、残された今年度後半に生かしていけたらと思いました。 

     会長メッセージ（つぶやき Ｎｏ’４2）    泉 文雄 

明けましておめでとう御座います。年末年始穏やかな陽気、皆様どのようなお正月を過ごされまし

たか。我が家のお正月、皆様にご紹介致します。（少し変わっているので変なの・・って良く言われま

す）毎年１２月３１日午後６時、食卓におせち料理と鯛の焼物、海老の焼物、それぞれのお膳に付

きます。お茶碗、お箸も新しいものになります。まず神棚・仏壇。灯明・お神酒を注ぎ、一年の感謝

と翌年の祈願をし、食卓に着きます。親父（今は私）が家族にお神酒を注ぎ、無事年越しが出来た事に感謝し、お

膳を頂きます。食事が済み片付け、１１時４０分頃になると母親（今は妻）が年越そばの支度をし、蕎麦を頂きます。

除夜の鐘を聞きながら、年が越すと同時に水桶に最初の水を取ります。（若水とも言っております）その水で朝のお

雑煮を作り、頂くという習慣です。（生まれてもう７2回目、後何年出来るかな）若い頃はこの我が家の行事が嫌で、

年末～年始に掛け友達とスキーや山に行けなかったのがとても辛かったです。（他にお正月の変わった習慣があ

る方は、教えて下さい・・・ちなみに私の父は秋田県出身です） 

二日に東山荘に来ていたワイズの（ゴルフ）仲間、寒いゴルフを終えて我が

家に来て頂き（例の３人組、誰だかわかるかな？）私が生まれて初めて打っ

たお蕎麦を食べて頂きました。美味しい美味しいって食べてくれましたが・・・

（おい！本当かよ～。）三日は初ゴルフ、娘夫婦と孫（８歳）と！孫８７私８９

悔しい～負けました。五日馬初乗り、六日雪がちらつき寒いゴルフでお正月

は終わりました。 さぁ！今年も頑張るぞ～！ 



     理事通信 １月号より   東日本区理事 宮内友弥 

明けましておめでとうございます。一日の計は朝にあり、一年の計は元旦にあ

り。皆様、希望に胸を膨らませて新年をお迎えになられたことでしょう。 

昨年7 月にスタートした今期も早くも半分が終わりました。ここに改めて前半

期6 ヶ月間の東日本区の運営、事業推進にご尽力いただきご支援、ご協力いた

だきましたことに心より御礼申し上げます。と共に残された後半期も引き続き

初期に設定されました目標の達成に向かって一層のお働きをお願い申し上げます。言うまでも

なく東日本区の喫緊の最重要課題は、会員数の減少に対する取り組みです。Extension, Exten-

sion &Extension。新クラブ設立に向けて「為せば、成る」を心に邁進して参りましょう。メン

バーの皆様またご家族の皆様の今年一年のご多幸をお祈りします。11 月18 日に設立総会が行

われた（仮）東京町田スマイリングクラブは、IHQ へチャーター申請を提出し、11 月28 日付

で承認されました。後は2 月24 日のチャーターナイトを待つばかりです。先にご案内しており

ます国際選挙につきましては、国際会長立候補者3 名の選考手続きの関係でIHQ からの案内が

遅れておりましたが、国際協会のウェブサイト（投票要領、投票画面等）の日本語版が完成し

IHQ から投票権のあるクラブ会長宛に直接メールにて投票の案内が発信されました。Biodata

（経歴）と次期国際会長の各理事からの推薦文は日本語版を国際協会のウェブサイトに掲載で

きないため別途区事務所よりお送りしております。必ず投票していただくようお願いします。

尚投票締め切りは2019 年2 月7 日（木）、中央ヨーロッパ時間午前9 時（日本時間同日午後5 

時）です。ご不明の点は、区事務所にお問い合わせください。注１）投票権があるのは、2018 

年2 月1 日現在会員15 名以上のクラブ会長です。注２）今回の投票は、来年度の次期国際会長

と次期アジア太平洋地域会長（次期アジア太平洋地域選出国際議員）を選ぶ投票で、ウェブサ

イト経由のオンラインでの投票です。昨年12 月に2018-19 年度アジア太平洋地域年央会議

（MYM）が、開催されました。別稿をご覧ください。 

  ☆メネット委員会より お願いです。     富士山部長＝区メネット連絡委員 渡邉実帆 

    2019アジア太平洋地域大会（7.19～7.21）に「平和七夕」で歓迎を！ 

2019年7月、仙台で開催されます「アジア太平洋地域大会」に、『仙台のメネットが長年にわたってお手伝いをしています平

和七夕の吹き流しを飾って歓迎したい』、と、仙台３クラブのメネットたちで考えております。そこでメネットの皆様、ご家族や

知り合いの方々にもお声掛けいただき、折鶴を下記あてお送り下さいますようお願い申し上げます。例年ですと夏休みに

なると同時に幼稚園の教室を借りて作業を開始いたしますが、大会は7月ですので、早めにとりかかりたいと思い、4月末ま

でにお送り下さい。もっと早くお送りいただくのは大歓迎です。 

※毎年折っていただく方からは「折り続けるうちに、不思議と平和を願う気持ちが高まっていくのを感じます」という言葉を

語っておられたことをなるほどと感じます。制作に携わっていただいた多くの方々の平和への願いは吹き流しやレイを通し

て、より多くの方々へ伝わっていくことと思います。（平和七夕代表：油屋重雄さん） 

←①頭を折らずにこの状態で ②糸でつながなくても大丈夫

です。バラのままで仙台に送ります。 

 

 

 

 

 

     富士山部でまとめて仙台YMCAに送りますので、各クラブで纏めて下さい。 

↑１００円ショップで販売しています。  ４月中旬迄に部長の渡邉までお願い致します。御協力宜しくお願い致します。 



 在 籍 者  18  名  １２月スマイル \       ０    

 出 席 者   １1   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   1   名   YMCA基金 ￥  15,687 

 広義・功労会員    3   名 12月修正出席率     80％ 

編集後記：明けましておめでとうございます。あっという間に半期が過ぎてしまいました。今年は亥年。新年にあたり、次期の役

員・委員を決めたり、又次期のことも考えなくてはいけない。仕事もですが、その前に自分が今何をするべきかを考えなくては

いけない。とりあえず猪突猛進でやっていきますゎ。 

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

        ＜12月役員会報告＞ 12月17日（月）沼津ＹＭＣＡセンター 

                    出席者：泉、渡邉、相磯、鈴木、山野、長谷川、平野（７名） 

活動報告 

 ①11月4日 （日）藤井寛敏さんバランタイン賞 祝賀会 相磯、長谷川、稲田 

 ②11月10日（土）東日本区第２回役員会 渡邉 

 ③11月18日（日）（仮）東京町田ｽﾏｲﾘﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ設立総会 渡邉 

 ④11月24日（土）熱海ＹＭＣＡ英語スピーチコンテスト 長谷川   

 ⑤11月24日（土）ＹＭＣＡ大会 長谷川   

 ⑥11月28日（水）熱海クラブ親睦ゴルフ大会 泉、渡邉 

 ⑦12月1日 （土）富士山部部大会 ８９名参加（沼津クラブ１１名）出席率73.3% 終了後トップスクラブとの懇親会（6名） 

 ⑧12月14日（金）東山荘感謝会  渡邉（招待）・小林・長谷川 

審議事項  

 ①次年度、クラブ役員（会長）について   次回の役員会(1/21)で意見交換 次期、会長を決めていく 

 ②２月（TOF）例会：２月１２日（火） 沼津YMCAセンター 長谷川Y’s 出席人数確認→ 泉Y’s 夕食手配 

 ③３月例会：３月１２日（火） 卓話者を依頼する 

連絡事項  

 ①１２月１日 富士山部部大会 表彰の経費について 

 ②１２月の誕生祝、結婚祝いは１月の合同例会の時に実施 

 ③１月の合同例会(1/17)の時に、集めた使用済み切手を山野Y’sへ提出する。 

＜今後の予定＞ 

1月17日（木） ３クラブ合同例会 １８：３０～(担当：御殿場クラブ） 東山荘 

1月21日（月） １月役員会    １８：３０～  沼津ＹＭＣＡセンター 

1月27日（日） 第２回富士山部役員会・評議会  １５：００～ 熱海YMCAセンター 

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

3月12日（火） ３月例会  

4月14日（日）  第３回日本語スピーチコンテスト                    報告： 書記 平野    

               


