
THE SERVICE CLUB OF THE YMCA 

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

The Y’s Men’s Club of Gotemba  

 第３９４号    ３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３月度例会プログラム 

 

時間     2019年3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   鈴木千代子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 神野裕子Y’s 

９ 卓話（マナー講座） 杉山博恵Y’s 

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 24名 メネット 1 名 ｽﾏｲﾙ報告    14,000 BF活動切手      0pt 

出席者 14名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計   177,000 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ  4名 ゲスト  0名 YMCA基金    2,150 累  計      0pt 

出席率 58 ％ ビジター  8名 YMCA累計      23,597     

修正出席率 75 ％ 出席者合計       15名       

2月例会報告 

3月お誕生日おめでとう  

 18日 岩田睦ﾊﾟｰﾄﾅｰ   

 21日 山本保男ﾊﾟｰﾄﾅｰ    

     

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  3月25日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  3月12日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   3月11日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  3月19日(火) お食事処 松韻 

下田クラブ  3月20日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ3月27日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 3月14日（木）YMCA東山荘 

富士クラブ 3月13日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 3月26日(火) パテオン 

 

 

喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。

（ローマの信徒への手紙第12章15節） 

今月の聖句 

3月ご結婚おめでとう  

 自己申告してください。 

 

 

伝統文化である節句にかかわって 

                     勝又貴恵子 

道ばたで力強く芽を出した。「よもぎ」 

春を感じさせる一番の優等生。 

昔から食用や薬用として知られ、特有

の強い香りが邪気を払う病気を防ぐなど

の力があると言い伝もありよもぎが伸び

て草餅が作れるようになると桃の花の蕾

が張らみ節句となります。 

節句とは中国の陰陽五行説に由来して

定着した。日本の暦における伝統的に

年中行事として行う節目となる日、日本

の文化風習節供（せっく）古くは節日（せ

つにち）とも云われて居ります。 

 

1月7日 人日（じんじつ）の節句   

 7草粥で知られております 

3月3日 人巳（じぅうし）桃の節句   

 ひし餅を供える 

5月5日 端午の節句  柏餅を供える 

7月7日 七夕  笹願い文の短冊  

 夏野菜 

9月9日 重陽（ちょうよう）の節句   

 菊の節句とも云います 

 

以上が五行説です 「節」は季節の変わ

り目の意味、節句は季節の節目に無病

息災・豊作・子孫繁栄など願い、神にお

供をする お供する和菓子にはよもぎは

重要な食材となります。 

          ＢＦだより   

～御殿場ワイズから東日本区へ～ 

 二十四気の雨水も過ぎ、桜が待ち遠しい

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

のご協力がありました。 

ﾌﾟﾙﾀﾌﾞ･･･ 山本Ｙ’ｓ 250ｇ  

古切手･･･ 前原Y’s 1060ｇ 

他に、ﾌﾟﾙﾀﾌﾞ2000ｇのご協力がありました

が、お名前がなかったので、ご協いただいた

方はお申し出ください。来月もご協力お願い

いたします。 

和洋菓子店として、半世紀以上に渡り携

わって来たなかで、創業当時は古くからの

行事とか習慣を伝統的に各家庭生活の一

貫として暮しながら親から子に伝えながら

の日々だったと思います。 

現代では薄れつつある古くからの習慣やし

きたりといった地域の文化に一抹の寂しさ

を感じますが、自分の職業が文化や伝統

に深く関わりながらの仕事に感謝です。 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


2月例会報告 
                        

 

 

 

 

                  稲葉久仁子 

1月もあっと言う間に過ぎ、H31年2月14日

（木）18:30、2月の例会が行われました。 

小雨が雪になるか心配しましたが思いの他

暖かくホッとしました。 

芹沢次子Y‘Sの司会で始まり、会長の点

鐘、ワイズソング、ワイズの信条と続き、聖句

については、堀口YSがお休みの為、長田尚

弥YSが代読しました。 

今月の聖句「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） 

会長の挨拶では、最近テレビで多く放送さ

れている子供の虐待に触れ、どうにもならな

い苛立ちと、家庭環境に思いを寄せました。 

食前感謝は高橋Y‘Sです。今月はタイムオ

ブファースト（断食月）ですが東山荘の美味

しいカレーにサラダが付いて長田YS（チー

フ）のサービスでデザートもありました。ごちそ

うさまでした。 

今月の卓話は１人

１言です。ワイズメ

ンバーも年々歳を

重ねて、やはり健

康には欠かせない

テーマです。長田

和子Y‘Sは自分で

はどうしようもない

体の老いについて

話され、皆、同感

です。 

 

 

 

芹沢次子Y‘Sから最近の教育は大変で、体

罰はどんな場合も許されない為、先生が¨う

つ病¨になってしまう、それもどうか？と問題

提起されました。 

また、今話題の¨チコちゃんのボーとしてん

じゃないよ¨ではないけれど

いつも興味を持つ事が大切

ですとは小野Y‘Sでした。 

 

ワイズメンバーに今年の干支のイノシシ年の

人が多い事もわかりました。 

また信楽狸八相縁喜について話があり狸が

身につけている物には全部それぞれ意味が

ある事がわかりました。 

ひと言卓話の後、YMCAピンクシャツデーに

ちなみ、ピンクのTシャツを着て全員で記念

撮影をしました。 

いじめがなくなりますように・・・・！ 

神戸ポートワイズメンズクラブ    

                  会長 水野雄二 

１．趣旨 

淡路島の玉ねぎ農家さんのご協力を得て、おい

しい新玉ねぎの販売を行います。 

神戸ポートクラブが現地で仕入れ、それを発送手

配させていただきますので、各クラブのファンド活

動にご活用いただけたらと思います。農家さん、

購入してくださる協力者の方々、各クラブの全て

にとって嬉しい「三方よし」で取り組んでいきましょ

う！ 

２．購入価格（仕入れ価格） 

１箱（５Ｋｇ立派な玉ねぎが１７個程度）1,000円 

※販売価格は､各クラブで決めていただいて結構

です。 

３．方法 

 ・各クラブで注文を取りまとめ、必要数を注文書
に記入して、神戸ポートクラブに発注する。（注文
書は別紙） 

・神戸ポートクラブが仕入れ作業と、発送手続き
を行う。（毎年５月初め） 

・各クラブには、指定された場所にヤマト便にて届
けられる。 

・送料は、着払いで受取り者（各クラブ）が支払
う。※注文数が多いと、一箱当りの送料が安くな
る。 

 参考：（２０１８年のヤマト便料金表から） 

京都市内 １８０Ｋｇ（３６箱）で４，１２７円（税込）  
１１５円／箱 １，５００円で販売すると３８５円が
ファンドに！ 

４．スケジュール 

 ４月２０日（土） 神戸ポートクラブヘ発注 

  ５月１０日頃   淡路島から各クラブへ 

発送日（ヤマト便）を各クラブ担当者にＥメー     
ルで報告※ヤマト便は到着日の指定はできませ
ん。淡路島からの発送日の翌々日が受取となり
ます。 

５月中旬   新玉ねぎが指定場所に到着 

５月末迄に、神戸ポートクラブ指定のゆうちょ口座
（後日連絡）へお振込みください。 

 

淡路島産 新玉ねぎファンドのご案内 
                           若林久美子 

２月１７日（日）に三島ワイズメンズクラブさん

の畑へ行ってきました。伊豆フルーツパーク

駐車場で、御殿場からの金光ワイズ、前原ワ

イズ、杉山博恵ワイズと沼津からの若林久

美子ワイズとその家族が合流しました。伊豆

フルーツパークから三島市立坂小学校の方

へ入っていきます。小学校の裏側の斜面に

畑が広がっていました。畑には三島ワイズの

藤田会長をはじめ、大村ご夫婦、鈴木ワイズ

などなどのメンバーが汗を流していらっしゃい

ました。お天気も良く、あったかくて、広々とし

てとても気持ち良い畑に、みんなワクワクし

て、長靴に履き替え作業開始です。まず、

人参です。袋に好きなだけ人参を採って入

れて良いとのことでしたので、子供達も大喜

びでたくさんの人参を収穫しました。次にブ

ロッコリーです。やわらかくてプキプキと美味

しそうなブロッコリーがどんどん採れました。

食べる所を採ったら、ブロッコリーの茎と根は

捨てます。とても大きいのですが軽くて、すぐ

抜けます。それを一輪車で何度も運んで、

崖からボンボンと投げ捨てました。楽しくて楽

しくて、畑の中を走り回りました。最後にキャ

ベツを収穫しました。とても大きな立派な

キャベツでした。東山荘でも使って頂けるよ

うに沢山収穫しました。三島ワイズさんは「子

ども食堂」にも寄付されるそうです。お昼前に

作業は終わり、解散しました。家に帰ってそ

れぞれ野菜たっぷ

りメニューを作った

ことと思います。

お疲れ様でした。

また絶対行きた

いです！ 

「三島の畑」 


