
   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』    

 

  ２月 例 会  

２月１２日（火）18：30～沼津YMCAセンター    

                   司会：菅沼Y’s          

開会点鐘             泉 文雄会長 

開会の言葉                        小林 隆Y’s 

ワイズソング/ワイズの信条             渡邉実帆Y‘ｓ     

会長挨拶             泉 文雄会長 

誕生日・結婚のお祝い         

食前の感謝                        大山 晴康Y’s 

１分間スピーチ           メンバー全員                     

出席率/スマイル報告          

閉会の言葉             稲田精治Y’s  

閉会点鐘              泉  文雄会長 

2019年 2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 

February  

Happy  Birthday 

 02日 中田成Y’S 

      13日 山野メネット 

     Wedding Anniversary  

       該当者なし 

     

 今月の聖句 

  

  私の兄弟たち、色々な試練に  

 出会うときはこの上ない喜びと 

 思いなさい。       

     ヤコブの手紙 1章2節 

                    2月  強調月間   ：  TOF 

TOFとは（Time of fast）断食の時、として2月の例会の食事を抜いてその分の金額をTOFファンドに献金

しています。この活動は1972年から始まり、全世界のワイズが継続しています。集められた献金は世界各

地のYMCAやワイズが支援する教育･民生開発事業や災害救援事業に継続的に配分し、援助を必要とす

る人々に効果的に届くように計画、実施されています。 

2018年度TOF新規プロジェクトは次の8つです。①チリ サンティアゴ：子ども達のソーシャルスキル向上のワークショップ

②タイ チェンマイ：障害を持つ若者の為のワークショップ③インド ケララ：女性の地位向上の為のプロ

グラム「ミシン PCトレーニング」④インド ケララ：女性の地位向上の為のプログラム「食料生産向上プ

ロジェクト」⑤インド カルナータカ：貧窮者支援の為、眼科施設設立⑥米国 ノースカロライナ：糖尿病予

防プログラム⑦ジンバブエ：若者の地位向上の為のプログラム⑧カナダ フレデリクトン：ホームレス施設

支援                        (理事通信 小原国際･交流主任記事より） 



 １月例会 （３クラブ合同新年例会） 1/17（木）   報告： 泉会長 

 １月の新年例会は３クラブ合同例会でした。御殿場 クラブ

ホストで久しぶりの東山荘。「寒いね～」の言葉が挨拶と話の

合間に出ていましたが、若林ワイズ（御殿場市長）のスピーチに

熱い御殿場の話が有りました。御殿場市・小山町は東京オリン

ピック・パラリンピックの自転車ロードの開催地で他にも沢山熱い開発がされている

との話。そして東山荘の長田シェフ（長田ワイズ）の美味しい食事に舌鼓、とても良

い新年合同例会でした。テーブルが各クラブ毎になっていたので、ちょうど沼津クラ

ブは8名の参加でメンバー全員でひとテーブル。テーブルを囲んで食事をしながら

参加メンバーで色々な話が出来ました。あと半分の折り返し、それぞれのクラブ、

色々な問題を抱えながらもみんな頑張っています。進んでいくしかありません。EMC

会員増強やCS地域奉仕活動など、他のクラブが頑張っている様子を聞きますが、

さて、我がクラブはどうなのか・・・。問題山積みですが、健康に気をつけて頑張ろう！

と気持ちを新たにいたしました。 

        会長メッセージ（つぶやき Ｎｏ’４３）    泉 文雄 

１月１４日に乗馬中一寸したミスで背中に痛みが・・・、でも痛さにもめげず1月はワイズ活動やそ

の他遊びに駆け回りました。ゴルフもとんでもないスコア。痛みをこらえ２週間、我慢できず30日に

病院に駆け込み、ＭＲＩ撮影の結果、Ｌ１圧迫骨折全治３ヶ月の診断。えっ？嘘だろ～良く我慢

したよ・・・今はコルセットで恵方巻きです。でも休んじゃいられない。 

１月１６日下田クラブ例会出席。昼間伊豆下田ゴルフにてラウンド１２０でした（笑）瓜木崎の水仙祭りに

行くも今年は見頃がお正月3が日だったそうです。残念。お正月暖かかったからね。１月１７日沼津・三島・

御殿場３クラブ合同例会、１月２１日沼津役員会、１月２２日富士・富士宮２クラブ合同例会、１月２７日第２回富士山部役

員会・評議会、１月２８日熱海クラブ、１月２９日下田クラブの佐々木真澄君告別式（同年です 悲・・・） 

おかしな格好で立ったり座ったり、見っとも無い格好で例会参加、申し訳ありません。頑張って早く治します。  

     富士山部 役員会･評議会・新年会 報告  1月27日（日）15:00～熱海YMCAセンター 

1月27日（日）富士山部の役員会と評議会が開催されました。役員の皆様の温かいご支援で全ての議

事が滞りなく決議され、無事に終了しました。その後同場所に於いて新年会を開催し、ここでも1分間ス

ピーチ。短い人、長い人（言いたいことが山ほどあるのでしょう）と色々でしたが、

皆さんの意見、思いが聞けてよかったです。いい会だったと参加した皆さんから

感想を頂き、やって良かった！と気持ちよく帰途に着きました。この役員会と評

議会が終わって、ちょっとホッとしたのですが、やっと半分です。まだまだ仕事が

残っています。今後も御協力を宜しくお願い致します。  

１）富士山部長兼任の部メネット連絡委員の件 →前回の評議会では各クラブ持

ち帰りの 継続議案になっていた。メネット委員は現在部長兼任であるが、今後必要であれば部長が指

名し委員（連絡員）をおいたほうが良いとの意見に賛同が多数。 

２）各クラブCS事業に対するCS基金の交付の件、全て承認されました。 

３）次期富士山部役員承認の件 

４）次次期富士山部長→Dグループ富士宮クラブより伊藤一芳ワイズを推薦して頂き、全員一致で承

認。 

５）富士山部部則改訂の件→前回改訂より約９年、改訂が必要となる項目があるため見直しをする。（メ

ネット連絡員、慶弔費などについて他） 

      沼津クラブより出席者：泉・平野・杉谷・稲田・山野・鈴木・渡邉・大村 ７名 



 一月富士山部全クラブ訪問記（富士山部部長公式訪問）渡邉実帆（富士山部長） 

 一月は恒例の部長公式訪問で全てのクラブを訪問させていた

だきました。富士山部の書記と会計が体調不良で参加できず、

一人での心細い公式訪問となりましたが、主査の皆さんが協力

して下さり、全てのクラブで温かいおもてなしとお心遣いに感

謝、楽しい例会訪問となりました。以下報告させていただきま

す。 

1/14（月･祝）伊東クラブ 全ての参加者の一分間スピーチ。和

気藹々と楽しいお話、伊東クラブの皆さんの団結力を感じました。1月16日

（水）下田クラブ、下田東急ホテルでのちょっとリッチな例会。シーフードグ

ラタンが美味しかったのですが、量が多すぎて半分しか食べられない（もった

いない）下田も1分間スピーチ。こじんまりしていましたが、やはり皆さんの

お声が聞けてよかった。1／17（木）沼津、三島、御殿場クラブ合同例会は東

山荘で。雪が心配、そして寒い！若林御殿場市長（ワイズ）も参加されての約

80名の盛大な例会。次期御殿場会長高橋ワイズの日本舞踊で花を添えていただ

きました。1／22（火）は富士、富士宮クラブ合同例会。富士宮で開催。富士宮クラブ1名の入会式があ

りました。1／23（水）熱海グローリークラブ例会。グローリークラブは平均年齢が82歳とか。凄いの一

言。でも皆さん人を頼らずに頑張っていらっしゃる。これは素晴らしいことです。1／28（月）オオトリ

は熱海クラブ。年賀ハガキコンテストの表彰式があり、なんと、女子ばかりの入選でワイズメンより男

子はどうしたのだ、、という声が上がっておりましたが、男子もきっと頑張っているのですが、それ以

上に女性のパワーが炸裂しているのでしょう。男の子も来年は頑張って下さいね。 

訃報：1月24日に下田クラブの佐々木眞澄ワイズ（享年下田クラブの重鎮で多岐にわたりご活躍されてい

たのですが、奥様がなくなられてから少し元気がなく・・24日に奥様の元に旅立たれてしまいました。

ゴルフやバーべキュー（アワビ最高でした！）に誘っていただいてとても楽しかったです。佐々木ワイ

ズ本当にありがとうございました。ご冥福をお祈り致します。 

 

 

 

 

   ３月例会の御案内  ３月１２日（火） ニューウエルサンピア沼津 

 卓話者：稲田精治ワイズ   「東京オリンピック･パラリンピック 自転車の聖地を目指して」 

 前三島信用金庫理事長、現在三島商工会議所会頭の稲田ワイズの卓話です。 

 他クラブワイズやご友人も誘って一緒にお話を伺いましょう。どなたでも大歓迎です。 

BF切手収集 ありがとうございました。         BF委員長 山野弘 

今期は、外国切手250ｇ、日本国切手860ｇが集まりました。今回は、富士山部事業主査の札埜さん経由で

東日本区の他クラブの方からいただいた切手が186ｇありました。これも「ちょっとした」きっかけからのことでした。

昨年の沼津での東日本区大会の会場で、東京サンライズの小山さん・札埜さん・山野が、3人で今後の外国

切手の扱いを確認していた話の中で、「他クラブで切手を集めている方で、扱いに困っている方がいれば、いただ

いたまとめてもいいかもしれませんね」と私が話したことがきっかけでした。そんなわけで、今期は久しぶりに1000ｇ

には届かなかったけれども、中身はうれしい結果だと思っています。中田夫妻は、クラブ例会に出席する都度、切手を持ってきてくだ

さいます。ありがたいことだと思います。今は、切手を使用する機会も少なくなり、集めるのに大変にはなりましたが、その分、メンバーひ

とりひとりの協力が大切です。今回は、杉谷さん206ｇ、泉会長・藤森さん157ｇ、渡邉富士山部長122ｇ、中田さん95ｇ、小林さん・

平野さん・鈴木さん3人で24ｇ、山野71ｇといった具合に、地道に皆さんの協力をいただき、1月27日、富士山部評議会の際に、札

埜事業主査に、無事に手渡すことができました。ありがとうございました。 



 在 籍 者  18  名   １月スマイル \   ８，０００   

 出 席 者    8   名  スマイル累計 \   103,460 

 ゲスト・ビジター   0  名    BF現金 ￥        0 

  メイキャップ   4  名   YMCA基金 ￥  15,687 

 広義・功労会員    3   名 1月修正出席率     80％ 

編集後記：１月行く、２月逃げる、３月去るとはよく言ったものです。２月は２８日しかありませんからいつもよりちょっと損をする感

じ？でも日にちが少ないから次のお給料日（年金日？）までちょっと早いかも。。一日一日を大切に、今日ほど素晴らしい日は

無いという思いで、毎日を過ごしたいと思うのは私だけでしょうか。。 

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

        ＜1月役員会報告＞ 1月２１日（月）沼津ＹＭＣＡセンター 

                   出席者：泉、稲田、渡邉、鈴木、杉谷、山野、小林、平野（８名） 

活動報告  

 ①12月14日（金）ＹＭＣＡ東山荘感謝祭 渡邉、小林、長谷川  

   ②1月10日（木）稲田Y’s（熱海ＹＭＣＡ）叙勲受章祝賀会 小林、相磯 菅沼 

   ③1月17日（木）3クラブ合同例会：出席8名、スマイル8,000円、YMCA基金697円    

審議事項 

①次年度、クラブ役員（会長）について：菅沼道子Y’sに依頼する 

②２月（TOF）例会：２月１２日（火） 沼津YMCAセンター 

  １～3分間スピーチを実施。出欠確認、夕食準備は泉会長 

③３月例会：３月１２日（火）場所：ニューウェルサンピア 

  稲田Y’s卓話：東京オリンピック・パラリンピック「自転車の聖地をめざして」 

  ビジター料金；4,000円 メネット、ゲスト；2,500円 

④その他 

  ※長谷川Y’s体調回復まで小林Y’sが部（書記）を代行する。  

※1月27日（日）第２回富士山部役員会・評議会 最終出欠確認（8名） 

※日本語スピーチコンテスト：４月１４日（日） 

   ※町田地区新クラブチャーターナイト：2月24日（日）玉川学園さくらんぼホール 15:00 

＜今後の予定＞ 

2月18日（月）2月クラブ役員会 

3月9日（土）～10日（日）次期会長･部役員研修会（東京代々木オリンピックセンター） 

3月12日（火）3月クラブ月例会  

3月14日（木）DBC京都トップスクラブ ４クラブ合同CATT例会 

3月18日（月）3月クラブ役員会 

4月9日 （火）4月クラブ月例会 

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


