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The Y’s Men’s Club of Gotemba  

 第３９２号    １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 

２０１９年１月度例会プログラム 

 

時間     2019年1月17日（木）16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   杉山將己Y’s 

 

 

１ 開会点鐘 ３クラブ会長 

２ 開会の言葉 沼津クラブ 

３ ワイズソング 一同 

４ ワイズの信条 司会 

５ 会長挨拶  

６ ゲスト・ビジター紹介 御殿場ｸﾗﾌﾞ若林会長 

７ 来賓挨拶  

８ 食前感謝 長田和子Y’s 

９ 日舞 御殿場木の実会の方々 

１０ 誕生日・結婚記念日祝い  各クラブ 

１１ 出席率･YMCA基金 各クラブ 

１２ 閉会の言葉 三島クラブ 

１３ 閉会点鐘 ３クラブ会長 

在籍数  24名 メネット  1名 ｽﾏｲﾙ報告    22,000 BF活動切手      0pt 

出席者  20名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計   163,000 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ   0名 ゲスト  0名 YMCA基金    4,997 累  計      0pt 

出席率  83 ％ ビジター  8名 YMCA累計      21,447     

修正出席率  83 ％ 出席者合計       27名       

12月例会報告 

1月お誕生日おめでとう 24日勝俣紀子ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

 2日 野木朗江ﾊﾟｰﾄﾅｰ  26日小野健二ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

 5日 前原末子Y’s   26日鈴木義典ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

 17日 神野裕子Y’s   31日前原和敏ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

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  1月28日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  1月17日(木) YMCA東山荘 

伊東クラブ   1月14日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  1月17日(木) YMCA東山荘 

下田クラブ  1月16日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ1月23日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 1月17日（木）YMCA東山荘 

富士クラブ 1月9日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 1月22日(火) パテオン 

 

わたしたちは知っているのです、苦難は忍耐

を、忍耐は練達を、練達は希望を生むというこ

とを。希望はわたしたちを欺くことがありませ

ん。（ローマの信徒への手紙第5章3節～5節） 

今月の聖句 

1月ご結婚おめでとう  

 自己申告してください。 

 

 

 

ふじ33プログラムを学んで 

                      神野 裕子 

 人生、１００年時代になりましたが、

人間の寿命は有限です。元気で長生

きするために、どのようにしたら良いの

でしょう。 

 静岡県の健康寿命は、女性が、全

国１位、男性が、全国２位となりまし

た。健康寿命とは、「健康上の問題で

日常生活が制限されることなく生活

できる期間」のことです。健康寿命を

延ばすためには、寝たきりになったり、

介護が必要となったりしないことが重

要です。 

 静岡県のふじのくに健康長寿プロ

ジェクト、ふじ33プログラムをご存知で

すか。 

 【ふ】：普段の生活で 

 【じ】：実行可能な 

 【3】：【運動】・【食生活】・【社会参

加】の３つの分野の行動メニューを 

 【3】：３人一組で、先ずは３ヶ月間

実践することで、望ましい生活習慣の

獲得を目指すプログラムです。 

 ふじ33プログラムでは、先ず自分の

身体の状態を知る事から始まり、日

常生活での運動、食生活、社会参加

（地域活動）生活習慣の改善を3ヶ月

間、自己チェック票に記入します。毎

日何が足りないのか、よくわかります。  

ＢＦだより   

～御殿場ワイズから東日本区へ～ 

新年を迎え、春が待ち遠しい季節になりまし

たが皆さまいかがおすごしでしょうか。さて、

今月はワイズのメンバーからのプルリング（プ

ルタブ）・使用済み切手のご協力は残念な

がらありませんでしたが、

引き続き、来月もご協力 

お願いいたします。 

 

沼 津 ｸ ﾗ ﾌ ﾞ 泉 文 雄Y’s 

三 島 ｸ ﾗ ﾌ ﾞ 藤 田 小 夜 子Y’s 

御殿場ｸﾗﾌﾞ若林久美子Y’ｓ 

富士山部部長 渡邊実帆Y’s 

御殿場市長 若林洋平Y’s 

また、１日の歩数も記入するので、歩

く事を、意識するようになりました。食

生活も、健康でいるためには、どのよ

うにしたらよいのか、学びました。この

ように、生活習慣を見直すことが、大

事で、健康に対する意識が高くなる

につれ、望ましい生活習慣に近づき

たいと、考えるようにも、なりました。 

社会参加も、長生きするためには、

必要なことと学び、人と人が集い、

「つながる」ことは、新しい世界が開

けると思いました。なかなかステップ

アップは、難しい課題ですが、ふじ33

プログラムで学んだ知識を実践して

行けるよう、心がけたいと存じます。 

 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


12月例会報告  

                        

東山荘感謝会では、会場一杯の招

待客の方々。その中に、御殿場ワイ

ズメンバーも参加させていただきまし

た。 

長田チーフの美味しいメニューに舌

鼓を打ち、男性バスの歌声に聞き入

り、美しいピアノの音色に引き込まれ

ました。あ

りがとうご

ざ い ま し

た。 

                       高橋啓子 

例年通り12月の例会は東山荘感謝会

に合わせて行われました。 

まずバザーの準備です。例会のスペー

スを片隅に設け、展示用のテーブルを

並べ、それぞれに持ち寄ったバザー品

を、50円コーナー、100円コーナー、そ

れ以上のコーナーと分けて展示、コスト

コの商品も並べ値付けをしました。又、

富士五胡クラブの

方々も昨年同様手

作りの品々を展示さ

れました。 

 

バザー準備終了後、

前原Y’sの司会で例

会開始です。いつも

の流れに沿い進行し、聖句については

堀口Y‘ｓより男の子に「インマニエル」と

名付けられた意味、それは神はいつも

私達と一緒におられ、誰もが一人では

ないという事の教えでした。 

 

ゲスト・ビジター紹介では、沼津の富士山

部書記、長谷川Y‘ｓ、三島の藤田会長、

富士五湖クラブの望月Y’sよりそれぞれ

ご挨拶をいただきました。 

各委員会報告では杉山將己Y‘ｓより熱

海YMCA・稲田精治Y’ｓの旭日双光章、

叙勲祝賀会が同時開催される新年懇親

会へのお誘いがありますとのこと、又、渡

邊Y‘ｓより下田クラブのクリスマス会が行

われると報告がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

そしてさみしい事ですが、井田Y’sがしば

らくお休みするという話がありました。（後

日談＝野木Y ‘sにつきましてはご本人が

休会の意思はないとのこと） 

杉山將己Y’sより、年度中中途の休会に

ついては他クラブの例を参考にして、毎月

会費の1/3負担で徴収させていただく方

法にしたらどうかと提案があり、皆、賛同い

たしました。この件、規約に加えたらという

意見もありました。又、チャーターメンバー

の場合、広義・功労会員である為、出席

率計算では除いて割り出す事が出来ると

のことでした。 

今回はバザーや東山荘感謝会をひかえ

て、あわただしく例会終了となりました。 

富士山部部大会 

                     若林 久美子 

12月1日（土）、ニューウェルサンピア沼

津にて、富士山部部大会が行われまし

た。当初は9月３０日の予定でしたが、

台風の影響で延期となっての開催でし

た。富士山部以外にも東京や京都など

から大勢の方が全国から集まり、総勢

89名と大盛会でした！第一部は、ご来

賓の皆様のご挨拶と表彰がありました。

御殿場クラブからは、大和田前会長と

前原さんが表彰されました。おめでとう

ございます！第2部はお料理とお酒を

囲んで懇親会でした。突然、手作りの蚊

のコスチュームを身にまとい、バン

ジョー？を演奏しながら登場した方には

驚きましたが、マラリアの恐ろしさを印象

深く伝えてくださいました。第3部は、

テーブルごとにグループワークを行い、

まさに研修会でした。「ＩＢＣ」や「ＣＳ」な

ど、テーブルごとにテーマを決めて、トー

クをしっかり行い、それぞれ付箋に意見

を書き、まとめ、最後は漢字一文字に

表すという内容でした。初めは難しくて

困りながらも、頑張って意見を出し、まと

まらないのでは、とひやひやしながらも、

最後には「友」「和」「結」など、とても素

敵な文字が発表され、達成感も得られ

つつ、交流もとても深まり、とても有意義

な富士山部部大会となりました。（今回

から富士山部会ではなく、富士山部部

大会、というそうです。） 


