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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』    

 

 6 月 例 会  

        6月１1日（火）１８:３０                        

             司会：稲田Y’s        

◇ 開会 点鐘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・泉  会長 

◇ 開会の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平野 Y’s 

◇ ワイズの信条/ワイズソング・・・・・・・・杉谷 Y‘ｓ     

◇ 誕生日・結婚のお祝い         

◇ 食前の感謝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・長谷川Y’s 

   

◇ 出席率/スマイル報告・・・・・・・・・・・・各委員会      

◇ 閉会の言葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・泉  会長  

◇ 閉会点鐘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・泉  会長 

2019年 6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 

   June  

 Happy  Birthday 
   ７日 山野 弘Y’s  

   29日 泉 文雄Y’s     

Wedding Anniversary  

   9 日    渡辺 周Y’s 

    今月の聖句 

 愛には偽りがあってはなりません。 

 悪を憎み善から離れず、兄弟愛を 

 もって互いに愛し、尊敬をもって 

互いに相手を優れたもの 

と思いなさい。 

 

 ローマの信徒への手紙 １２章９～１０節      

 主題『為せば、成る』“No challenge, No fruit.” 

 副題『ワイズが何をしてくれるかではなく、あなたがワ

イズに対して何が出来るかを考えて実行しよう。』 

“Ask not what Y’s can do for you.Ask what you can 

do for Y’s.”           東日本区理事 宮内 友弥 

 宮内理事、一年間お疲れ様でした♪ 

         ありがとうございました！！ 



   5月例会 報告  3/12（火） ニューウエルサンピア沼津 

                          報告：大村貴之 

沼津クラブ５月例会は、５月１４日（火）ニューウェルサンピア沼津にて開催されました。 

今期も終盤となり６月初旬の東日本区大会を控える中、来期の事業やクラブ役員態勢を確

認する、有意義な例会となりました。さて、今回の例会では、卓話者として、日本語学校 「Graneur Global 

Academy」の校長・主任教員である西村久美子様をお招きしました。西村さんは、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」の校長を務めており、卓話の内容は「増加す

る外国人留学生の最新事情」ということで大変興味深いお話をうかがうことができました。 

日本での語学留学生の受入は、政府の受入方針に大きく左右されてきた歴史があり、入国管理局の方針によ

り、国によってビザの発給にも波があるそうです。また、最近では、日本語の不自由な両親が来日し働く中で、日本

で生まれた子供達が両親の言語がしっかりと理解できず（親は母国語メイン、子は日本語メイン）、家族間のコミ

ニュケーションに問題を抱えるケースが問題となっていることなど、長年に渡り日本在住の外国人と接してきた方な

らではのお話を聴くことができました。アジア各国から渡日してくる若者が、どのような夢を持ち、日々どのように生活

しているのか、私たちにとっても、ニュースだけでは知ることの出来ない貴重な情報でした。 

なお、「Graneur Global Academy」からは、去る４月２１日に開催した「第３回外国人留学生による日本語ス

ピーチコンテスト」（１１名出場）にも、生徒４名に参加していただきました。その際には出場者の友人である同校の

多数の生徒にも応援として来場していただき、コンテストの成功を支えてくださいました。日本後スピーチコンテスト

は来期以降も沼津クラブの事業の大きな柱とする計画であり、これからも、西村校長との関係をしっかりと持たせ

ていただき、クラブとして青少年育成・国際交流に力を注ぎたいと思います。      

        会長のつぶやき Ｎｏ’４７  最終回     泉 文雄 

 ５月１４日彦根クラブ訪問、沼津クラブと例会日が同じ第２火曜日の為中々行く事

ができませんでしたがご挨拶を兼ねて伺いました。例会場は彦根城のお堀沿いにある

カトリック彦根教会です。1２時過ぎ駿河湾サービスエリア出発、４時間半のんびりドラ

イブで夕暮れ時到着。19時例会開始。開会点鐘、報告、食事、

卓話（林ワイズ）、近況報告と心温まる２時間の例会でした。「来

てよかったな～」なんて思いながら４～５時間眠い目をこすりなが

ら帰途につきました。 

 ６月１日（土曜日）東日本区年次代議委員会、「会長」と言う

肩書の為朝からの出席。お昼の食事場所探していたところ、京都

トップス河合君、倉君、大阪泉北クラブ人見君、北海道北見ク

ラブ二本松君（北海道部長）と合流し、お昼ご飯をワイワイ楽しく

頂きました。 

 私にとってはもの凄いサプライズが有りました。トッ

プスクラブの皆様から素晴らしいプレゼントを頂きまし

た。早速開けて、皆で記念撮影、嬉しくて先日その

シャツを着て孫と早速ゴルフに行ってきました。シャツ

のせいか久々の良いスコア（４１）、娘・孫にも何とか

勝ちました、トップスの皆様有難う御座います。 

 

ワイズ歴３５年以上？で初めてのバナーセレモニーで壇上に上がらせて頂き感謝です。

（以前は区大会に出られなかったため）セレモニー、記念講演後の晩さん会、沢山のワイズ

仲間と新しい出会い、とても良い思い出になりました。ゴルフ仲間の東京サンライズクラブ実

行委員長の長津君お疲れ様でした。 

  ＊47ヶ月の呟きメッセージ、今回が最後になります。長い間有難うございました。 



 第22回東日本区大会  テーマ「つなごう 平和への 道しるべ」 

       2019年6月1日（土）～2日（日） 

          記念講演「もうひとつのヒロシマ、灯籠流し」 

          会 場：国立オリンピック記念青少年総合センター 

  ↑感動のバナーセレモニー   

 ↑晩餐会会場にて沼津クラブ出席者で 

             「ハイ乾杯♪」 

 ↑部長報告 7分で部と9クラブの報告をしました。 

 これらの写真は、熱海クラブ

の大川ワイズより提供して

いただきました。 

いつも素敵な写真をありが

とうございます。 

 5／19（土）第3回富士山部役員会・評議会 次期役員研修会 

熱海ＹＭＣＡセンターにて開催されました。富士山部長より東日本区現況報告、

各主査、各クラブより活動報告がなされました。議案審議では 2018 年度会

計の決算見込みの状況報告、次期富士山部役員の承認、富士山部部則の改訂

が承認され、無事に終了致しました。 

その後の次期クラブ役員研修会では、長田次期富士山部長（下田クラブ）より

方針、役員紹介がされ、各事業主査・各クラブ会長も主題等の発表があり、い

よいよ時期に向かって動き始めたことを実感しました。 

 

←4/17に行われたの富士山部チャリティゴルフコ

ンペで集められたチャリティは熱海の「Smile熱海

子ども食堂＠シニアもね」さんに贈られる事に

なっておりましたので、実行委員長の沼津クラブ

泉会長より役員会の席で熱海の梅田会長に託さ

れました。  



 在 籍 者  18  名   5月スマイル \   7,000   

 出 席 者    ８   名  スマイル累計 \  149,065 

 ゲスト・ビジター   1  名    BF現金 ￥        0 

  メイキャップ   5  名   YMCA基金 ￥   24,708 

 広義・功労会員    3   名 4月修正出席率     87％ 

編集後記： いよいよ私の沼津クラブのブリテン最終号になりました。 ご覧いただいた皆様ありがとうございました。 

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

＜5月役員会報告＞          5月20日（月）沼津センター １８：３０～ 

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

活動報告  

①5月例会；出席者8(53%)、ゲストスピーカー1 ｽﾏｲﾙ7,000円 YMCA基金2,100円 

（相磯、稲田、大村、大山、小林、長谷川、山野、杉谷）※修正出席率87%；5人make up 

②第3回 富士山部役員会・評議会・次期役員研修会（熱海ＹＭＣＡセンター）   

                          （渡邉、大村、長谷川、泉、菅沼、平野） 

審議事項 

①6月例会；6月1１日（火） 仮総会 YMCA沼津センター 準備するもの；食事（泉会長手配） 

②次期会長（菅沼Y’s）、各担当者より 抱負・計画発表 

            日程を調整し、例会日前に打ち合わせを行う。  

③7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 相磯さんクラブの出欠とりまとめを行う 

    ④3月14日DBC京都トップスクラブ訪問、登録費補助の件 

     7名の訪問者に、登録費、5,000円の補助をDBC予算から出す。 

   ⑤京都トップスクラブ、来沼の件、4月17日富士山部親睦ゴルフ（32名参加）に京都トップスクラブ 

        メンバー4人来沼、夜クラブメンバーと親睦会開催、トップスメンバー食事代(22,700円)ＤＢＣ予算 

        から支出（但し、今回のみ）   

＜今後の予定＞ 

   5月25日（土）熱海ＹＭＣＡ総会/YMCA定款改正(6名参加)      

5月31日（金）～6月2日（日） 第22回東日本区大会  

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→24日に変更 

7月16日（火）沼津、三島、御殿場 3クラブ合同例会 担当 三島クラブ 

7月22日（月）7月クラブ役員会 （日程調整の必要あり）7月9日変更予定        

7月富士山部各クラブ初例会                                                書記報告：平野 

＊8日（第１月曜日）伊東・下田 ＊16日(第３火曜日）沼津・三島・御殿場   

＊22日(第４月曜日）熱海 ＊23日(第４火曜日）富士・富士宮 ＊24日（第４水曜日）熱海Ｇ  


