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The Y’s Men’s Club of Gotemba  

 第３９８号    7月例会                                                                                                                             

 会  長    高橋 啓子 

  副会長    芹澤 次子  

書  記    杉山 博恵 

会  計    金光 京子   

  監  事    杉山 將巳 

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 

２０１９年７月度例会プログラム 

 

時間     2019年7月16日（火）18時30分～ 

場所     松韻 

受付   藤田小夜子Y’s・渡邉近子Y’s 

司会   三島クラブ 

 

 

１ 開会点鐘 ３クラブ会長 

２ 開会の挨拶 三島クラブ 

３ ワイズソング 一同 

４ ワイズの信条  

５ 会長挨拶 三島クラブ会長 

６ ゲスト・ビジター紹介 三島クラブ会長 

７ 3クラブ会長挨拶 ３クラブ会長 

８ 来賓挨拶 三島市長、富士山部部長 

９ 入会式  

１０ 食前感謝  沼津クラブ 

１１ 誕生日･結婚記念日祝い  

１２ スマイル・YMCA基金  

１３ 閉会の挨拶 御殿場クラブ 

１４ 閉会点鐘 ３クラブ会長 

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

出席者 19名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計   240,783 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ  1名 ゲスト  2名 YMCA基金    6,281 累  計      0pt 

出席率 79％ ビジター  2名 YMCA累計      56,166     

修正出席率 83％ 出席者合計       24名       

6月例会報告 

7月お誕生日おめでとう  

 １６日 長田尚弥ワイズ 
 

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  7月22日(月) KKRホテル 

沼津クラブ  7月16日(火) YMCA東山荘 

伊東クラブ   7月8日(月) 暖香園  

三島クラブ  7月16日(火) YMCA東山荘 

下田クラブ  7月8日(月) 暖香園 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 7月24日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 7月16日（火）YMCA東山荘 

富士クラブ   7月23日(火) パテオン 

富士宮クラブ 7月23日(火) パテオン 

たとえ、預言する賜物を持ち、

あらゆる神秘とあらつる知識に

通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完

全な信仰を持っていようとも、愛がなければ、

無に等しい。        

（コリントの信徒への手紙第12章26節） 

今月の聖句 

7月ご結婚おめでとう  

 自己申告してください。 

 

 

青少年育成の為のボランティアを考える会である

私たちは、その一人ひとりの意見にしっかり耳を傾

けなければいけないと思いました。 

御殿場ワイズメンズクラブは、この「わたしの主張発

表大会」への協賛と参加をこれからも毎年しっかり

続けていきたいです。 

参加者：杉山將巳ワイズ、前原末子ワイズ、神野裕

子ワイズ、若林久美子ワイズ 

御殿場市わたしの主張発表大会に参加して                    

                     

                   報告者：若林久美子 

６月８日（土）に、「第４１回御殿場市わたしの主張発

表大会」がありました。御殿場市内の小中学生１６７０

名が自分の思いを作文にして応募し、選ばれた１６名

が発表をしました。毎年、御殿場ワイズメンズクラブ

は、この大会の協賛として、１６名の発表者と当日の

お手伝いの学生６名にバインダーのプレゼントをしてい

ます。小学生の部１０名、中学生の部６名の発表があ

りました。題名はそれぞれでしたが、どの発表もしっか

りしていて、正しいと思う事は正しい、悪いと思う事は

悪い、とはっきりまっすぐに主張する姿は皆さんとても

立派でした。１６名のうち、男性は一人だけでした。「情

報とつき合っていくために」という題名で、これだけ多く

の情報が飛び交う中で、片方だけの意見を聞いて賛

同するのではなく、違う意見、違う角度からの見え方、

両方の意見を聞いて自分がその情報を判断していく

ことが大事、と言っていました。また、「言葉」について

の発表がありました。相手の立場や気持ちを考え、言

葉を大切に使っていけば皆が気持ちよく過ごせる社会

になる、と主張する子がいました。当たり前にそのとお

りの正しい事ですが、自分も含めできていない大人が

多いのではないでしょうか。大人がドキッとする発表で

した。また、「災害への備え」という題名の発表は、今

行われている地域の防災訓練に毎年参加している

が、この訓練で本当に災害時に役に立つのでしょう

か、と厳しい意見でした。今のニュースや社会の仕組

みなどについて、子供たちはしっかり見て感じて、意見

を持っています。 

          ＢＦだより   

～御殿場ワイズから東日本区へ～ 

雲の隙間から見える青空が美しい季節になりま

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･･･勝又貴恵子Y‘ｓ1000ｇ 

       

 来月もご協力お願いいたします。 

 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


6月例会報告 

               渡邉 芳子 

平成から令和に変わり今期最後の例会となりまし

た。 

杉山博恵ワイズの司会で始まり堀口ワイズの聖句

がまず印象に残りました。 

苦しみと喜びの対比。ご自身の体験を話されてひ

とつの大きな不安と家族で戦い、喜びに導いた、同

じようにワイズは家族、皆で喜び皆で尊ぶいつもより

熱く話されました。 

会長挨拶ではいたらない会長でしたが皆さんの助

けがあって長い長いそして幸せな１年でした。市の

行事でもある少年の主張大会にも出席し子供達一

人一人がとてもしっかりした考えを持ち、すばらしい

発表だったと話された。 

東日本区大会では８つの賞を頂きCS献金の中か

ら半分を日頃お世話になっている東山荘へ寄付。

又、今年度はチャーターメンバーの野木さん。休会

メンバーの田代さんがご逝去され弔辞でご冥福を

祈られました。１年間お疲れ様でした。ゲスト、ビジ

ターは伊東クラブ久保田ワイズからバーベキュー

例会参加のお礼の言葉があり

ました。三島クラブ藤田会長

から東日本区大会で農園事

業を評価され理事優秀賞を受

賞。御殿場ワイズの皆さんにた

くさんお手伝い頂いて助かりま

したとお礼の言葉。 

ゲストは来月入会される矢地

さんでした。 

 

食前感謝は山本ワイズ。今が旬の山椒を若葉

で、木の実で、粉山椒と味わっていますと挨

拶。そして食事。 

新玉ねぎとじゃがいものクリームスープ。牛肉の

香草マスタード焼き、サラダ、オレンジムースで

豪華でした。お肉がナイフがいらない位柔らか

で美味しかったです。御馳走様でした。 

その後私が１１年お世話になったワイズを今期

で退会するのでひとことと言われおしゃべりさせ

てもらいました。 

入会したときは１５人目でしたが今は私より古い

方は６人しかいません。 

今は亡き木村さんに誘われて夫を亡くして半年

後に入会しました。この１１年間で沢山の経験

をし、沢山の人との出会いがありました。 

ワイズというだけで誰とでも気軽に話せ活動で

き、共に祈り、共に支えあえる。私にはとても充

実した １１年でワイズにいられて幸せでした。 

今思うのは木村さんの言葉、“知恵ある人は知

恵を。力のある人は力を。何もない人は汗を出

せ。”と。欲を出さず人の中にいれば、 

自分のやることは自ら導きだされる、と。忘れら

れない言葉です。 

正しい事から目をそらさず、人の意見に耳を傾

け、惑わされず自分の意思を持つ。そこに調和

が生まれます。 

 

迷ったら立ち止まり振り返り、これでいいのか問

いかけ反省し、自分が傷ついていたら自分がし

てもらって嬉しかったことを他に人にしてあげた

ら自分の傷も癒えてくる。そして最近私が感じ

たのが人の上に立つ事の難しさです。 

人よりも偉くなりたいと思う人は人の僕になりな

さいとの教えが今は少し分かります。人の心は

繊細で口から出た言葉は時にナイフになりま

す。ワイズは役職が人を選ぶと言いますが回り

の人に気配りが出来てこそ選ばれるのかと思い

ます。 

おおぜいの人に出会い、別れ、いろいろな土地

を訪ね、復活祭まで経験し、私に関わって下

さった皆様に感謝してこれからは、ただ一人で

いい誰かの心に寄り添えたらいいなと思いなが

ら生きていきます。ありがとうございました。 

       

       

お詫び 

                                
高橋啓子 

まず初めに新年度を迎える大切な時に会長とし

ての責務を果たせぬ事を心よりお詫び申し上げ

ます。 

体調に自信がなくなり、皆様にご迷惑をおかけし

てはと、退会も考えましたが、それでは余りにも無

責任ではないかと思い直し、お休みをいただこう

と決めました。通院もしており、健康を取り戻しま

したら復帰したいと思っております。 

それまで会員の皆様にはご迷惑をおかけ致しま

して心苦しい限りですが、堀口所長様をはじめ、

新役員の方々に会長の任務代行をお願いしたい

と思いますのでご了承くださいます様、よろしくお

願い申し上げます。 

元気になりましたら明るく楽しい御殿場ワイズメン

ズクラブの輪の中へ戻ってゆきたいと思っており

ますので、お休みをいただく事をお許し下さい。 


