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   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:  『生き活き！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』    

 

  ５ 月 例 会  

                       

５月１４日（火）１８:３０     ニューウエルサンピア沼津           

                    司会：平野Y’s         

◇ 開会 点鐘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲田 副会長 

◇ 開会の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・杉 谷 Y’s 

◇ ワイズの信条/ワイズソング・・・・・・・・・相 磯 Y‘ｓ     

◇ 副会長挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・稲田副会長 

◇ ゲスト・ビジター紹介 

◇ 誕生日・結婚のお祝い         

◇ 食前の感謝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・山 野 Y’s 

◇ 卓   話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・西村久美子 様 

       「増加する外国人留学生の最新事情」               

◇ 出席率/スマイル報告・・・・・・・・・・・・・各委員会      

◇ 閉会の言葉・・・・・・・・・・・・長谷川Y’s  

◇ 閉会点鐘・・・・・・・・・・・・・・稲田副会長 

2019年 ５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 

 May Happy  Birthday 

   6日 杉谷 美砂Y’s  

   9日 菅沼 道子Y’s     

  Wedding Anniversary  

   ５日 大山 晴康Y’s  

    9 日    相磯 優子Y’s 

   11日 稲田 精治Y’s 

        

 

    今月の聖句 

 私はあなたを目覚めさせ 

 行くべき道を教えよう。 

 あなたの上に目を注ぎ、 

 勧めを与えよう。   

      詩篇 ３２節８節 

協調月間  ★ＥＦエンダウメント基金とは、国際のワイズ運動発展の為の特別基金です。個人やクラブが記念すべき出来事、行事、

慶弔事などのおりに寄付金を国際協会に送り積み立てます。基金評議会が管理し、その運用で得られる益金を各エリアの申請に応じて

配分しています。US＄120以上の寄付の場合、寄付者名と記念事業等が「ゴールデンブック」に記載され国際が永久保管致します。東日

本区では今年度目標500スイスフラン＝約62,500円達成に向けてご協力をお願いしています。 国際・交流事業主任 小原 史奈子（東京

たんぽぽ）   

★東日本区ワイズ基金（Japan East Fund）は東日本区活性化の為に使われる大事な基金です。部、クラブ、個人の記念行事等に奉げる

ばかりでなく、JEFを覚えての積極的な献金も大歓迎です。「中期会員増強運動展開」の支援やアジア・太平洋地域大会に寄与する等、

大事なイベントに際して東日本区を支える基金となっています。５月は、JEF強調月間となっていますので、例会でのスマイル等をJEF献

金として捧げて頂ければ幸いです。ワイズ基金運営委員長髙田一彦（千葉） 



   ４月例会 報告   3/12（火） ニューウエルサンピア沼津 

４月例会は杉谷ワイズの友人、芦川咲さん（富士市在住・元沼津市職員）に卓話をお願い

しました。「青年海外協力隊としてケニアで見て来たこと」と題し、

保健師である芦川さんの経験をお聞きしました。 

 任地であるシアヤは、首都のナイロビからバスで9時間、のどかで平和な小さな街で

配属先は、シアヤサブカウンティ保健事務所。保健師のボランティアとして、看護や公

衆衛生にあたるヘルスマネージメントチームで、ワクチンの接種や巡回診療などを担

当されたそうです。やはり日本と違い驚くことばかりで、薬の在庫管理のずさんさ、ス

タッフスケジュール、薬の倉庫の整理整頓など色々な事を改善しながら２年間勤め

られたそうです。彼らは手を洗ったりする習慣がないそうで、手洗い教育なども勧められ

たとか（コレラ予防） 

 ワイズでもRBMを応援しておりますが、蚊帳の配布でも初めは並べなかった？人

たちも次第に並んでくれるようになったとのこと、また蚊帳は妊婦優先に配布されてい

るそうです。私たちの献金が実際に使われていることを知り、とても嬉しく思いました。 

 芦川さんは「この経験を通じて違う文化の人々と接する楽しさ」や「アフリカの様子

を伝えたい」「物事を当り前だと思わなくなった」との感想を述べられ、この卓話の後、

ルワンダに「母子手帳配布プロジェクト」で行かれるとの事でした。このような貴重な体

験をもっと聞きたいと思いました。また機会があれば是非お願いしたいです。。。余談で

すが、ある現地人男性より牛１００頭（持参金？･･凄い持参金？）でプロポーズされた

そうです。（ウラヤマシ～）              記事 渡邉実帆 

    会長メッセージ（つぶやき Ｎｏ’４6）    泉 文雄 

４月１７日（水曜日）今まで沼津クラブコンペの名称でやらせて頂いていたゴルフコンペでしたが、部のチャリ

ティコンペにしたらと言う話が有り、非公式ですが第１回富士山部チャリティーゴルフコンペとして開催させて

いただきました。熱海＝１６名伊東＝４名下田＝１名富士宮＝３名京都トップス＝４名沼津＝２名その他

ゲスト＝２名の合計３２名の参加でした。チャリティについては「熱海子ども食堂・シニアもね」に少額ですが

チャリティさせていただきました。次回は富士宮クラブに担当していただくことになり、親睦を兼ねたゴルフコン

ペですがゴルフ好きの仲間で気負わず長く続くと良いな～と思っております。 

夜は親睦ということで、京都トップスのメンバーと食事会を致しました。クラブメンバーにも連絡したのですが、当クラブからは３

名の出席。港湾の海鮮食堂にて、沼津のお魚＆お酒を食して楽しく交流させて頂きました。 

５月８日（水）には京都トップスの通常例会に行って来ました。（ダンガン訪問）７月の仙台で行われるアジア大会にはトップス

クラブは２６名の参加予定だそうです。３月１４日CATT例会に参加した際、相磯ワイズからアジア大会の熱いアピールがあ

りました。またそのアジア大会で「台中エバーナイスクラブ」とのIBCを締結するそうです。素晴らしいクラブですね。 

５月１４日（火）はDBCの彦根クラブに行く予定です（ダンガン訪問予定）６月富士山部各クラブを訪問し、今期のクラブ訪

問を終わりにしたいと思います。＊京都トップスクラブのブリテンとこども食堂の資料もコピーしておきますので見てください。 

          ＊DBC京都トップスクラブ本田会長様よりメッセージ 

 4/17（水）ゴルフコンペ&懇親会お世話になり、有難う御座いました。昨日も大変良い天

気で、4人で楽しくラウンドして帰って来ました。今期もこれで交流事業は終わりかも知れ

ませんが、楽しい1年を過ごさせて頂きました(泉会長は、5月の例会に来て頂ける様で有難

う御座います) ただ、泉会長と渡邉部長が、揃って沼津クラブを辞められると聞き、

ちょっとびっくりし、また来期以降の交流の状況が不安になってるのも事実です。今まで

泉会長が京都に頻繁に来て下さって、その事でトップスクラブとも良き関係が築けていた

様にも感じています。勿論、沼津クラブには、他のメンバーもいらっしゃるので、今後も変わらぬ関係

は保てるかとは思いますが、なにぶんにもお二人が居なくなるのは、なんとも寂しい限りです。渡邉部

長の方は、新クラブを立ち上げられる！と、言う事で影ながらになりますが応援しております。泉会長

とは、クラブを離れてもプライベートで今後も宜しくお願いします。   

                             京都トップスクラブ  本田正人 



      川越クラブ２０周年記念例会に参加して    渡邉実帆      

 ゴールデンウィーク初日の４月２７日（土）川越クラブの２０周年記念例会に

参加させて頂きました。川越クラブは昨年度の我がクラブ区大会の前年の区大

会開催地で（利根川恵子理事期）我がクラブが区大会を開催するに当たって

色々教えていただき、参考にさせていただいたというご縁があります。また我がクラ

ブが５０周年を迎えた年には利根川恵子理事（当時）他多くのメンバーに出席

していただき、お祝いをしていただきました。 

 沼津から電車で行くと３時間以上かかってしまいますが、東名高速～圏央道

～関越と通って行きますと、約２時間で行けます。川越の区大会の時も車で行

きましたので、今回２回目。なんとなく道もわかっていて、あっという間に川越東武ホ

テルに到着。ゴールデンウイークで混む事を見越して早めに出たのが幸い、また

私の進行方向とは逆の方向に混んでいましたので、渋滞にも遭わずに（ラッ

キー！）行けました。遠くは川越クラブのDBC北九州クラブからもお祝いに見え

ていて、約７０名の出席。記念講演は東京国際大学名誉教授のベーリ･ドゥエル

氏（アメリカオレゴン州セーラム＝川越の姉妹都市出身）の川越の「紅あかい

も」のお話。私より流暢な日本語で詳しくお話頂き、終わりの頃には今すぐ！食

べたくなりました。サツマイモは秋ですね。秋まで待てない感じではありますが、川越

クラブのファンドである川越「紅あかいも」今年は購入して、絶対に戴きま～す。  

     第３回 日本滞在留学生・外国人のための日本語スピーチコンテスト 報告   書記：平野正文 

 仕事柄、国際交流という名がつく場所・場面に参加する機会はこれまでたくさんありましたが、今回の日本語ス

ピーチコンテストほど楽しみを享受し、やりがいが感じられた国際交流の経験はありません。本当に素晴らしい国際

貢献ができたなという思いで一杯です。 

 まず、今回このコンテストの担当である長谷川Y’s、小林Y’sの努力で１２名もの発表者が集まったことが何より

もの収穫です。本当に感謝します。そして予想もしていなかった会場に収まり切れないほどの関係者・参観者の数

の多さに感激・感動しました。当日、開始から終了まで２時間余りの時間でしたが、これまでの雰囲気とは違う、驚

きと感動を味わったのは私だけではないと思います。終始、和やかさが際立っていました。 

 今回のスピーチコンテストに参加したネパール、ベトナム、インドネシア、スリランカそして中国という国々から、高い

志もって日本にやってきている若者たちがいかに自分の国に誇りを持ち、その家族や友人たちを大切に思っている

かがよくわかるそのスピーチ内容に感心し、心からの拍手を送りたいと思います。そして同じアジアに住む日本人とし

ての私たちが彼らと共にこれから何をしていくべきかをしっかりと考えていく絶好の機会になりました。賞に関係なく、す

べての参加者の皆さん、会場に来てくれた関係者の皆さんに心から感謝し、皆さんのこれからの未来をしっかりと応

援していきたいと思います。ありがとうございました。 （補足：スリランカのお二人は熱海C深澤Y’sの紹介です） 

                      本日の卓話者 紹介    西村久美子 様 

Grandeur株式会社 日本語学校「Grandeur Global Academy」校長・主任教員  

日本語講師として３０年の経験を持ち、現在は一昨年開校した「Graneur Global Academy」の校長を務めていらっしゃいま

す。同校はITツールを教材にふんだんに取り入れたカリキュラムが特徴となっています。 

卓話のテーマは「増加する外国人留学生の最新事情」です。 



 在 籍 者  18  名   ４月スマイル \   9,500   

 出 席 者   12   名  スマイル累計 \  142,065 

 ゲスト・ビジター   1  名    BF現金 ￥        0 

  メイキャップ   1  名   YMCA基金 ￥   22,608 

 広義・功労会員    3   名 4月修正出席率     87％ 

編集後記：今期ブリテン発行も今回を入れて２回となりました。記事を書いてくださる方はいつも決まっていて、かなり偏った記

事になっていると思います。来期は担当が替わりますので、また新たにリフレッシュしたブリテンになると思います。いつもお読み

いただいている皆様ありがとうございます。残す所あと一回ですが、宜しくお願い致します。 

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

  ＜４月役員会報告＞4月15日（月）沼津センター  

      出席者；泉、相磯、鈴木、稲田、小林、長谷川、山野、大村、平野（9名） 

＜活動報告＞  

①４月例会；出席者12(80%)、ゲストスピーカー1  

②3月21日（木）富士山部ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ委員会  稲田、渡邉、泉、菅沼 

③4月14日（日）日本滞在留学生・外国人のためのスピーチコンテスト（プラサヴェルデ）    

発表者12名、 小林、長谷川、大山、杉谷、鈴木、稲田、平野、大村、泉、渡辺周、渡邉 

＜審議事項＞ 

①次年度、クラブ役員、委員会役割分担 について 

  相磯Y’sより説明 会長 菅沼 広報 小林 以外は前年度留任 

②5月14日（火）5月クラブ月例会；卓話者は大村Y’s担当 

  グランダー グローバル アカデミー沼津校より 植田さん（予定） 

③その他 

  ※7月１９日（金）～２1日（日） 第28回アジア太平洋地域大会 仙台 

     参加者確認は相磯Y’s担当 登録費 36,000円 

   ※2018-2019年度 熱海YMCA沼津センター 会計報告 相磯Y’sより 

＜今後の予定＞ 

  4月17日（水）富士山部チャリティーゴルフコンペ（沼津ＧＣ）  

  5月14日（火）5月クラブ月例会 ニューウェルサンピア  

  5月19日（日）第３回富士山部役員会、評議会、次期役員研修会 (熱海YMCA） 

  5月20日（月）5月役員会 YMCA沼津センター 

  5月25日（土）熱海ＹＭＣＡ総会/YMCA定款改正 

  5月31日（金）～6月2日（日） 第22回東日本区大会 オリンピックセンター 

  6月11日（火）６月クラブ例会 仮総会 YMCA沼津センター 

  6月17日（月）6月役員会          

                                 報告 平野 

 第２２回東日本区大会 

 

 

 

 

 ２０１９年６月１日（土） 

       ～２日（日）  

 国立オリンピック 

  記念青少年総合センター 

つなごう    

平和への

道しるべ 

 ↑第２１回東日本区大会（沼津） 

バナーセレモニーの様子 

バナーセレモニーは感動です！ 

各クラブ会長はバナーを忘れないよ

うに持って行きましょう！！忘れると

寂しいですよ・・・・。 


