
   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』    

 

  ３ 月 例 会    

                ３月１２日（火）18：30～  

             ニューウエルサンピア沼津    

                       司会： 小林Y’s          

◇ 開会 点鐘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・泉 文雄 会長 

◇ 開会の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木美代子Y’s 

◇ ワイズソング/ワイズの信条・・・・・・・・・・・・・・・・相磯 優子Y‘ｓ     

◇ 会長挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・泉 文雄 会長 

◇ ゲスト・ビジター紹介 

◇ 誕生日・結婚のお祝い         

◇ 食前の感謝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・杉谷 美砂Y’s 

◇ 卓   話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲田 精治Y‘ｓ 

   「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」 

◇ 出席率/スマイル報告・・・・・・各委員会      

◇ 閉会の言葉・・・・・・・・・・渡邉実帆Y’s  

◇ 閉会点鐘・・・・・・・・・・・・・・・・・泉会長 

2019年 ３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 

   March   

Happy  Birthday 

1 日   長谷川メネット  

15日   大山メネット 

18日   渡邉実帆Y’s 

25日   平野メネット  

Wedding Anniversary  

12日 鈴木美代子Y’s  

     

 今月の聖句 

  

  全て良い木は良い実を結び、 

 悪い木は悪い実を結ぶ。      

    マタイによる福音書 7色17節 

                  

                            3月   協調月間 ： BF メネット 

BF：ブラザーフット基金の略で、集めた基金は将来ワイズのリーダーとして活躍が期待されるメンバーを国際交流の場へ送り出し、

他地域のワイズ事情を学ぶ為に活用されています。BF代表には文化交流と大会代表の2種類があり、BF文化交流は少なくとも3

週間、他地域のクラブや区大会などを訪問し、帰国後は報告書の提出と各クラブで報告会等がある。(小原国際交流主任より） 

メネットについて：東日本区メネットは59クラブ中19クラブがメネット会を有し、120余名がメネット会員と推測されます。又女性会員

の増加が顕著で、女性会員との協働もお願いしながら、今期残りを①絵本プロジェクト②メネットアワーに力を注ぎたいと思ってい

ます（井上優子メネット委員長・もりおかクラブ）                        3月理事通信より抜粋 



      2月例会  報告     2/12（火）      

2月は毎年恒例のTOF例会、沼津YMCAセンターで執り行われました。17時お弁当をお弁

当やさんに取りに行き、温かく美味しいお弁当（お味噌汁が付いて）約７00円くらい。このお弁当

屋さんは安くて結構ボリュームがあるのです。そしてお茶とオレンジを買いセンターに。ひととおり

のセレモニーが終わり、お弁当を美味しく頂きました。何時も真面目な平野書記の話はとても

ユニークで聞きのめりました。全員のスピーチでは、長い人、短い人、普段はあまり話さな

い方も自分の身の回りに起こった出来事や様子を話しました。楽しい近況報告、１２名の

スピーチもあっと言う間に終わり例会終了、とても良い例会でした。稲田ワイズの先月の

「新年の３分スピーチ」がとても良かったので、今月はその稲田ワイズのスピーチです。        

義務を果たしてこそ、権利が生ずることを悟ろう！        泉会長 報告 

     2月16日 四部合同EMCシンポジウムに参加して        渡邉実帆 

東新部・あずさ部・関東東部・湘南沖縄部四部の主催で「EMCシンポジウム」が東陽町の

YMCAで開催されました。山田次期理事より現在東日本区は860名、これを4年間で1246

名（1997年時点）まで戻したいとの挨拶のあと、東新部直前部長の伊藤Y’s(多摩みなみク

ラブ）より、2022年のワイズ100周年に向けて対応していきたいとのお話がありました。東京

YMCA星野太郎副総主事からはYMCAとワイズの協調についてのお話があり、「支えたくな

るYMCAと入りたくなるワイズ」と結ばれました。 

シンポジウムでは①町田スマイリングクラブの太田ワイズ「新しい発想で新クラブの設立」②

あずさ部廣瀬部長「いきおいクラブの成功例」③横浜クラブ古田会長の「老舗クラブの苦

悩」④千葉クラブの徳永会長の「クラブの再生・再活性化」と題して新クラブの準備を進め

ているお話など、どれも興味深く伺いました。伸びていくクラブの良い例、だめになっていくクラブは

どうすれば良いのか、などとても考えされられる良い機会となりました。SNSでの配信など、頑

張っているつもりではありますが、まだまだ足りないかな。もっと魅力的な内容にしないと？！！

クラブ全体で考えないといけない課題です。  

印象深かった出来事は、九州部・上村眞智子部長の問いかけ「ワイズメンは幸せですか

～？」に、みんな手を挙げ～、「今幸せ」と思っている自分に気付き、「みんなで幸せになろうよ。」「他の人も一緒に幸せに」

なれるワイズ活動をしていきたいなと思いました。ワイズに入ったら全世界に友達が出来るのです。ゴルフや旅行での交流、何

でもいい、楽しく活動が出来ればこんな良い事は無いですよね。余談ですが、ワイズの楽しみは終わってからの二次会、本音

を言い合える仲間、時には熱くなりすぎて？？何のためにワイズをやっているのか、もう一度考えてクラブで話し合いたいと思い

ました。ワイズ活動をして、みんなで幸せになりましょう。          （シンポジウム参加者/相磯優子・渡邉実帆） 

          会長メッセージ（つぶやき Ｎｏ’４4）    泉 文雄 

寒くて辛い冬もいつの間にか終わりかけてきましたね。今年の冬、首を縮め震える日が無かったよ

うな気がします。私の住んで居る町（静岡県東部）も今年は雪もなく暖かな陽気でしたが、産地

自慢の水かけな（とう菜漬物）が余り良くないようです。寒さと霜にたたかれ富士の清流の田んぼ

の中で出来る菜っ葉ですが、暖かな陽気で（とう）が伸びず葉だけが成長してあまり良くなかった

ようです。 

毎月の例会出席者が12～3人の小クラブなので、沼津YMCAセンターを知っていただく為、毎

月センターでの例会でも良いのではと何年か前にも提案がありましたが、結局諸々の事情で

却下、まぁ色々な考え方があるので仕方ないとは思いますが、どの会場も帯に短し襷に長し、難しい問題です。沼

津YMCAセンターは駐車場が無いのです。しかし通常の例会場も山の上で車でしか行けないなど、都会と違っ

て田舎は大変です。他の人に乗せてもらうとか、家族に送ってもらうとか、ここでも高齢化の波？課題です。2月は

各種献金の締め切りでした。常に思うことは、ワイズメンズクラブに入っていることがボランティア活動をしていること、

目に見えないボランティア活動をもしていることをも自覚し、これからも活動していきたいと思っています。  



        卓話者紹介 

『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』 

 稲田精治ワイズのプロフィール 

１、金庫関係    

  昭和43年4月三島信用金庫 入庫 

  平成12年6月常勤理事人事部長 就任 

  平成19年6月理事長 就任 

  平成29年6月相談役 就任 

  平成21年３月社会福祉法人三信福祉協会理事長 就任 

  平成27年7月静岡県信用金庫健康保険組合理事長 就任 

２．ワイズメンズクラブ関係  

  昭和53年7月日本区南東部沼津クラブ入会 

  昭和57年7月日本区南東部沼津クラブ会長 

  昭和62年7月日本区南東部沼津クラブ会長 

  平成9年7月東日本区富士山部部長 

  平成13年7月東日本区国内担当事業主任 

  平成14年6月特定非営利活動法人熱海YMCA監事 

３．行政関係 

  平成17年8月三島警察署職場防犯管理協会会長就任 

  平成26年12月三島市公平委員会委員長 

  平成28年7月三島市水道事業審議会会長 

  平成28年11月三島函南広域行政組合特別職審議会会長 

４、経済界等 

  平成23年4月公益財団法人佐野美術館評議委員会会長 

  平成25年11月三島商工会議所会頭就任 

  平成26年1月静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会会長 

  平成27年6月静岡県ヘルスケア産業振興協議会会長 

～平成30年 旭日双光章 叙勲～おめでとうございます。 

  ２／２４ 新クラブチャーターナイト 

   （国際協会加盟認証状伝達式） 

 東新部「町田スマイリングクラブ」 

かねてより準備されてきた「町田スマイリングクラブ」

が、玉川学園さくらんぼホールにてチャーターナイトを

迎え、新しくお仲間が増えました。チャーターメンバー

は１１名です（国際では新しいクラブメンバーは１５名→

５名からOKと変更になりました。）一度準備委員会に

参加させていただきましたが、様々な個性の持ち主が

いらして今後の活動が楽しみです。私事ですが、当日

参加できなかったことが残念でした。スポンサークラブ

＝東京クラブ、東京町田コスモスクラブ、厚木クラブ、

協力クラブ＝多摩みなみクラブ  （渡邉実帆記） 

  横浜つるみワイズメンズクラブ/仮称       

       設立総会   

鶴見中央地域ケアプラザ、鶴見中央YMCA、生麦地

域ケアプラザ、YMCAつるみ保育園、YMCAライフサ

ポートセンター など諸機関のご協力を仰ぎ、主にそ

の地域で行われている「うたごえ広場」に参加する方 

たちをチャーターメンバーとして設立されるもので、京

浜地域における新たなワイズ活動 の芽生えになるも

のと期待されています。 

◆ 日時 2019年3月17日（日） 14:00～16:30  

◆ 場所 横浜市鶴見中央地域ケアプラザ 横浜市鶴見

区鶴見中央1-23-26 Tel: 045-508-7800 鶴見

駅（JR線） 京急鶴見駅（京急線）より徒歩5分  

◆ 会費 2,000円 ◆ 設立総会出席申込先 辻 剛（つ

づきクラブ） Tel/Fax : 045-592-7796  

  ↑3月9日～10日次期クラブ会長・部役員研修会が国立

オリンピック記念青少年総合センターで開催されました。  

 予告： ４月例会の御案内 ４月９日（火） ニューウエルサンピア沼津 

        卓話者 芦川 咲 さん （杉谷美砂さん紹介） 

富士市生まれ。横浜市立大学医学部看護学科卒業。沼津市役所に保健師として入

庁し、乳幼児健診や妊婦教室などの母子保健活動に従事。4年間の勤務後、海外で

の保健関連の仕事を目指し、退職。2016年9月より青年海外協力隊に参加し、ケニア

へ赴任。2年間、現地の保健事務所にてボランティア活動を行い、2018年9月に帰国。 



 在 籍 者  18  名   ２月スマイル \   １１，０００   

 出 席 者   12   名  スマイル累計 \  11４,460 

 ゲスト・ビジター   0  名    BF現金 ￥        0 

  メイキャップ   0  名   YMCA基金 ￥  16,551 

 広義・功労会員    3   名 ２月修正出席率     80％ 

編集後記：3/９～10日次期会長・部役員研修会が開かれ、いよいよ次に向かって始動しています。 何でもそうですが、やって

やれないことはない！やらずに出来るはずがない！と思います。そして、やらないで後悔するより、やって後悔した方がいい！

といつも思っている私ですが、皆さんはどうでしょうか。勿論やって失敗することもあります。でも失敗は成功のもと。前向きに生

きたいですね。     http://numazu-ys.jp  E-mail: mail@numazu-ys.jp               ブリテン担当 Ｍ                                     

        ＜３月役員会報告＞    ２月18日（月）沼津ＹＭＣＡセンター 

                          出席者；泉、渡邉、相磯、鈴木、杉谷、長谷川、小林、平野（８名） 

＜活動報告＞ 

①第２回富士山部役員会・評議会（熱海ＹＭＣＡ）渡邉、泉、大村、稲田、鈴木、杉谷、山野、平野 

②TOF2月例会；出席者1２名、出席率８０％、スマイル11,000円、YMCA基金864円 

＜審議事項＞ 

①次年度、クラブ役員について 

会長：菅沼道子（決定） 役員研修会；オリンピックセンター3/8～3/9 

②３月例会：３月１２日（火）；ニューウェルサンピア 

卓話者 稲田Y’s；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」メネット、ゲスト；2,500円ビジター；4,000円 

③3月14日（木）京都4クラブ合同例会「CATT例会」 １９：００～２１：００ 登録費6,000円 

  参加者予定者 泉、渡邉、小林、鈴木、杉谷、相磯、平野（7名） 会場；京都アバンティ7階 マリアージュグランデ 

④4月14日（日）日本語スピーチコンテスト；実施要項、予算案検討  

  ※詳細（役割分担等）は申し込み締め切り後の3/18の役員会で検討 

⑤４月例会：４月９日（火）；ニューウェルサンピア 卓話者;杉谷さん紹介 保健師 芦川 咲さん 

⑥その他 ※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 

    ※第22回東日本区大会 5月31日～6月2日 国立オリンピック記念青少年総合センター 

               登録費；13,000円 3/1より申し込みは各自で 

＜今後の予定＞ 

3月12日（火）3月クラブ月例会；ニューウェルサンピア 

3月14日（木）京都4クラブ合同例会；マリアージュグランデ(京都） 

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；ニューウェルサンピア 

4月14日（日）日本語スピーチコンテスト；プラサ・ヴェルデ 

4月17日（水）富士山部チャリティーゴルフコンペ(沼津ゴルフクラブ） 

６月１日(土）～２日(日）東日本区大会 国立オリンピック記念青少年総合センター 

７月19日（金）～ 第２８回アジア太平洋地域大会 仙台                報告：書記 平野 


