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AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS 

The Y’s Men’s Club of Gotemba  

 第３９３号    ２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２月度例会プログラム 

 

時間     2019年2月14日（木）18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   芹澤次子Y’s 

 

 

１ 開会点鐘 若林会長 

２ 開会の言葉 司会 

３ ワイズソング 一同 

４ ワイズの信条 司会 

５ 聖句について 堀口廣司Y’s 

６ 会長挨拶 若林会長 

７ ゲスト・ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介 若林会長 

８ 食前感謝 高橋啓子Y’s 

９ 一人一言卓話 全員 

１０ 誕生日・結婚記念日祝い  各自 

１１ スマイル･YMCA基金 渡邉芳子Y’s 

１２ 閉会の言葉 司会 

１３ 閉会点鐘 若林会長 

在籍数  名 メネット  名 ｽﾏｲﾙ報告     BF活動切手      0pt 

出席者  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     累  計      0pt 

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

修正出席率   ％ 出席者合計       名       

1月例会報告 

2月お誕生日おめでとう  

 19日 長田晴美ﾊﾟｰﾄﾅｰ   

 27日 山本光子Y’s    

 27日  岩田郁代Y’s    

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  2月25日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  2月12日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   2月11日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  2月19日(火) お食事処 松韻 

下田クラブ  2月20日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ2月27日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 2月14日（木）YMCA東山荘 

富士クラブ 2月13日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 2月26日(火) パテオン 

 

神を愛する者たち、つまり、ご計画に従って召

された者たちには、万事が益となるように共に

働くということを、わたしたちは知っていま

す。（ローマの信徒への手紙第8章28節） 

今月の聖句 

2月ご結婚おめでとう  

 自己申告してください。 

 

 

本厄のこの年  

                長田尚弥 

 年末年始のイベント事が一段落し、

胃腸の疲れが出始めている今日この

頃。 

又、二十四節気では大寒から立春と

一年で一番寒い季節になります。 

胃腸の疲れと寒さで免疫力が落ちる

この時期に風邪やインフルエンザ、そ

してノロウィルス等の感染症が私達を

襲って来ます。仕事柄規則正しい生

活は中々出来ませんが、立場上体

調管理には気を使います。予防接種

は勿論の事、手洗いうがいはマメに

し、今年は緑茶も良く飲む様にしてい

ます。 

私は今年が干支のイノシシ年ですが、

猪突猛進せず冷静沈着に行動して

本厄のこの年を無事に過ごしたいと

思います。 

ＢＦだより   

～御殿場ワイズから東日本区へ～ 

 梅の花、菜の花が陽の光に輝く季節になり

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。 

 

ワイズ活動にも中々思うように参加

出来ませんが、美味しい料理を頑

張って作るのでご容赦願います。今

年も一年宜しくお願いします。 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


1月例会報告  

                        

 

次はメンバーの高橋ワイズによる“恋

の柳橋”と“みだれ髪”でした。先の舞

は笑顔が愛らしく舞よりも顔を見てしま

いました。後の舞はせつなげな表情で

女 ら し い

情感たっ

ぷ り の舞

でした。 

 

 

 

最後に名取の方と娘さん親子での“大

阪レイン”という軽快な舞でした。親の

背を見て育ったというか後姿をみて素

直に育った娘さんとの競演がとても素

敵でした。体調管理をされていつまで

も楽しませてください。 

 

 

 

 

 

 

 

お誕生日お祝いの方が大勢いらっ
しゃいましたが皆様にいいことがありま
すよう。 

富士山部部長の渡邉美帆さんよりア
ジア大会用の千羽鶴に協力依頼があ
りました。 

無事終了したと言いたいところですが
ドライバーとして打ち合わせ不足が多
く、会が円滑にいかず反省しておりま
す。何年か前沼津クラブ渡邉周ワイズ
の“目は空に足は大地に”を思い出し
ました。地に足を着けていないことも反
省し失敗しても笑って下さった皆様に
感謝します。                               

                    渡邉 芳子 

 平成31年1月17日平成最後の“沼津、三

島、御殿場合同例会”が杉山将巳ワイズの

名司会のもと始まりました。 

3クラブ会長の点鐘で始まり昨年旭日双光

章を叙勲された稲田ワイズより開会の挨拶

がありました。泉会長の気配りがよくわかりま

した。 

藤田会長から三島農園への御殿場クラブ

のお手伝いのお礼と感謝祭での長田チーフ

からのお礼の言葉等話されました。私達が

2,3時間手伝っただけで筋肉痛がひどかっ

たのに三島の方々には頭が下がります。 

御殿場市長若林ワイズから4月に開催され

る椿サミットの話、昨年12月県市町村駅伝

で13年ぶりに御殿場チームが3度目の優勝

を果たした等話されました。ゲスト、ビジター

では熱海クラブ4名、富士クラブより2名、木

の芽会より2名、メネットさんで総勢44名でし

た。 

長田和子ワイズの「元気で食事できることに

感謝しながらいただきましょう」の言葉で食事

になりました。 

“アボカドと小海老のサラダ” 

“アマダイのムニエル” 

“富士の国ポーク白みそ風味きのこクリーム

ソース添え” 

“パンナコッタ紅白仕立てイチゴソースかけ” 

一品ずつちょっとした心遣いがチーフらしい

なと思いました。 

 

食後のコーヒーの香りが

漂う頃本日のお楽しみ

が始まりました。 

本日は御殿場ワイズの

勝又貴恵子さんが経営

するみやざきやさんで 

働く花柳流名取の花柳稔妙穂さんの新春に

ふさわしい“松づくし”を披露してくれました。

たおやかさのなかにキリリとした潔さがあり背

筋がシャンとする感じを受けました。そんな

思いが“松”にも通じるものでしょうか。 

伊東クラブの新年例会に参加して 

                          稲葉久仁子 

1月14日成人の日に伊東クラブの新年例会

が暖香園ボールで行われました。 

御殿場ｸﾗﾌﾞから前原富士山部地域奉仕事

業主査と内海Y’s、稲葉Y’sの３人で出席し

ました。途中、三島の藤田会長と合流して伊

東まで三島野菜の話･･･etcで親睦を深めな

がらドライブです。 

会場に着くと各クラブから顔馴染みのY’sメン

が到着していました。18:30 

杉本Y’sの司会で例会が始まりました。山田

光彦会長の点鐘、ワイズソングは2番まで大

きな声で歌い、ワイズの信条と進み、会長の

挨拶では半期が無事終わり皆様の協力に感

謝します、そして後期もしっかり頑張りますと

お話しがありました。 

その後一言スピーチがあり、前原Y’sが三遊

亭小遊三氏のチャリティ寄席が成功に終わっ

た事へのお礼をされました。広島・岡山の災

害には￥300,000、当日出口で募金してい

ただいた￥135,821は北海道地震支援に送

らせていただきました。 

ワイズメンズクラブを知らなかった人達にクラ

ブの存在を知っていただけた事でCS活動に

つながり、良かったと話されました。 

また、伊東クラブのスマイルの集め方はとても

楽しいものでした。担当の金子正樹Y’sがメン

バーの楽しかった事、お祝い事、めずらしい

事･･･etcとても細かに情報を集め、もれない

ように集金する腕前は見事でした。誕生日、

結婚祝いと笑いにつつまれながら閉会の点

鐘で会を閉じました。 


