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   NUMAZU  JAPAN CHARTERD，1967 

国 際 会 長   主題          Wichian Boonmapajorn  “Mission with  Faith”  「信念のあるミッション」 

アジア会長 主題          Edward K. W. Ong       “Through Love，Serve”「愛をもって奉仕しよう」 

東日本区理事主題              渡辺 隆   （甲府クラブ）       「原点に立って、未来へステップ」 

富士山部長 主題              久保田康正 （伊東クラブ）      「みんなで参加、みんなで奉仕」 

クラブ会長 主題              大村 貴之                            「一歩前へ、もう一歩前へ」 

 

     ８月納涼例会 

   

 8月12日(水曜日) 18:30～ 

 場所：ニューウエルサンピア沼津          

         芝生広場 

 受付：杉崎 Y’ｓ  大山 Y’s 

 司会：泉   Y’s 

     プログラム 

 

 開会   点鐘・・・・・・・・・・・大村貴之会長 

 開会の言葉・・・・・・・・・・・長谷川 B 副会長 

 ワイズソング・・・・・・・・・・・・・・・一同 

 ワイズの信条・・・・・・・・・・・・・・・一同 

 会長 挨拶・・・・・・・・・・・・大村貴之会長 

 ゲスト・ビジター紹介・・・・・・・大村貴之会長 

 誕生日・結婚祝い 

 食前 感謝・・・・・・・・・・・・小林Y’S 

       バーベキュー&お楽しみ 

 出席率 スマイル報告・・・・・・・担当 委員会 

 閉会 挨拶・・・・・・・・・・・渡邉実帆A副会長 

 閉会 点鐘・・・・・・・・・・・・大村 会長 

2015年8月 THE Y’S MENS CLUB OF NUMAZU 

   ８月  Happy Birthday 

 ８月 ８日  小林隆 Ｙ‘ｓ 

 ８月３１日    相磯優子Y’ｓ 

 

Wedding Anniversary  

        該当者ありません。 

     2015～2016年度 役員 

会 長  大村 貴之    ドライバー親睦 泉・藤

森 

A副会長  渡邉 実帆  EMC   相磯・稲田 

B副会長  長谷川 等  IBC・DBC 平野・渡辺

(周) 

書 記   後藤 譲治   BF       山野  

会 計   杉崎・大山  CS 渡邊（信）・曳田・

     今月の聖句 

私たちは知っているのです。 

苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望

を生むということを。 

希望は私たちを欺くことがありません。 

   ローマ人への手紙 5章3～5節 



【会長主題】 

   「一歩前へ、もう一歩前へ」 

【会長方針】 我が沼津クラブも、１期

後にはいよいよチャーター50周年を

迎えます。節目の年に向けて勢いを

つけることが今期の最大の目標だと

思います。 今期は、前期までに取り組んできたＣＳ新

事業や新規ＤＢＣ締結をクラブの活性化や会員増強

に繋げるため、一つ一つの活動に対して「もう一歩」踏

み込んだ取り組みを大切にしたいと思います。「一人

でも多く各事業に参加する」「一人でも多く他クラブと

の交流に加わる」ために、メンバー同士の「誘い合い」

の輪を広げましょう。親睦を深め、団結力の強化を図

り、50周年を一人でも多くの新しい仲間と迎えられるよ

う、楽しく活動したいと思います。 

【事業計画】 

１．会員増強に取り組む。親睦行事にも会員候補者を参加

勧誘し、楽しい時間を共有する。 

２．50周年準備委員会の活動を本格化する。 

３．ＤＢＣ・ＩＢＣの交流を積極的に行う。今期はＤＢＣ新規締

結先への訪問を行う。 

４．ＣＳ事業を活性化し、地域社会との関わりを一層深める。 

５．ＹＭＣＡ沼津センターの活用を進める。 

会 長 主 題 ＆  会 長 方 針 

 7月号ブリテンお届けいただ

きありがとうございます。 

7/14に合同例会をされること

はお聞きしていましたが、新

理事恒例だそうですが、東京

クラブ初例会に出席させてい

ただき、沼津クラブの例会出

席はできませんでした。しか

し、7/13の伊東クラブ例会で

入会式が行われるので、要請をいただき、参加

いたしました。 

 その例会プログラムで富士山部各クラブ会長の

ご挨拶で貴クラブ大村新会長の大変歯切れのよ

い御挨拶を聞かせていただき、胸のすく思いで

した。そして入会式で渡邉実帆会員のアメイジ

ング・グレイスの歌声とともに格調高い司式に

も感動いたしました。 

 何か久保田部長が率いる富士山部は何かしてく

れる予感が当たりそうです。ぜひ、大村会長に

よろしくお伝えいただきますようお願いいたし

ます。 
2015-16年度東日本区理事 渡辺 隆（甲府クラブ） 

IBC DBC副委員長  渡辺 周 

 ことしの沼津夏祭りも盛大に開

催され、ワイズの皆さんと共に二

日目早朝の中央公園からのゴミ拾

いに参加いたしました。年々、中

学生や高校生など若い人たちの参

加が増えていることに頼もしさを覚えます。世界の

中で清潔な国（イコール民度の高い国）として高い

評価をされる我が国ですが、「拾ったことのある人

は捨てない」という当たり前のことがひとりひとり

の身についている事に起因しています。「社会奉

仕」は大げさなことではなく、全員が１時間拠出し

て目の前をきれいにしていくこと、子供たちに残し

たいものです。 

   メンバーひとことメッセージ  

CS 副委員長   曳田 卓（たかし） 

 今年４月１２日には県議会議員

の二期目の当選を果たすことが出

来ました。ありがとうございまし

た。そして６月には建設委員会の

委員長に就任しました。年間6,000

億円の予算を審議します。皆さん

の生活に密着した道路や河川、港

湾や防潮堤の整備を行います。予算が限られている

中で、どの箇所を優先するかが大きな課題です。い

ずれにしても県勢の発展と、皆さんの福祉向上の為

にがんばります。 

 功労会員  中田清子（目黒クラブより移籍入会） 

 ７月の初例会には参加できず残念でした。秋風の吹

くころには体調も回復すると思います。沼津クラブの

皆様の足手まといにならぬ

ような会員として参加しま

す。50周年記念会は御一緒

に祝いましょう。 

（写真はご主人の中田成Y’Sと

の素敵なツーショット！）            

渡辺隆 東日本区理事より  

７月役員会 報告  7/21（火）於：沼津YMCAセンター 

 今後の予定 ９月例会 

   ９/８（火）会場 沼津YMCAセンター  

   ９/９（水）DBC交流 京都トップスクラブ訪問 

 東山荘奉仕作業   

   ９/６（日）９：００～１２：００ 

 CFジャガイモ事業 １０/３（火） 

 福祉祭り     １０/１２（月・体育の日） 



～7月沼津・三島・御殿場クラブ合同初例会～   

7月の初例会は恒例の3クラブ合同で 

今年度は沼津クラブが担当いたしました。 

 ７月１４日（火）「ニューウエルサンピア沼津」に

てゲスト・ビジター３５名をお迎えして、富士山

部長はじめ、他クラブからも大勢お越しいただ

き、総勢８５名での開催となりました。食事の

後、沼津クラブがCS事業として進めようとしてい

る歌声広場＝スクリーンに歌詞を映してみんなで元気に歌いました。遠路、世田谷

クラブより小川さんと、竹本さんにもお越しいただき、十数年前から行われている東

京でのYMCA歌声広場さながらに？富士山部でのお披露目となりました。 

 2009～2010年度の初例会より部役員の方、またメンバーの負担を少しでも減らしたらどうかとい

う事を提案し、それ以来沼津、三島、御殿場の3クラブで、持ち回りで合同開催しております。当時

富士山部は熱海、沼津、湯河原、伊東、三島、御殿場、熱海グローリー、下田、富士、富士宮、静

岡の1１クラブあり、部長他役員の方また各クラブ会長は最高で自分のクラブを入れて1１クラブを

訪問していました。しかし合同にすることにより、時間的負担と金銭的負担の軽減、また他クラブのメンバーとの交流ができる

様になり、それ以来沼津、三島、御殿場の3クラブ、富士、富士宮（静岡）のクラブが合同の初例会を開催し、６つ→２つにな

りました。（その後湯河原と静岡は解散）  

 沼津、三島、御殿場クラブは、以前より1月新年例会（部長公式訪問）は3クラブ合同で行っておりますので、年に2回3クラ

ブのメンバーが終結し、交流を深めることになります。自分のクラブだけでなく近隣兄弟クラブとの交流はお互いに刺激しあ

い、クラブのためにプラスとなり、今後も続けていければ良いと思います。 （泉）                                 

    ～～ビーチフェス活動報告（CS事業） ～～  大村貴之会長 

 7月19日の当日は、ご覧のとおりの快晴でしたが、残念ながら風が強く、海にで

る競技が中止になりました。それでも、ボランティア・スタッフ総勢90名超、ビーチ

バレー参加者90名（21チーム）、ビーチサンダル飛ばし60名ほど、フラダンスの

チーム60名ほど、その他遊びに来た親子連れ等、多数、と、盛況でした。みんな1

日中、日光を浴びて顔と腕が真っ赤に腫れ上がるほど日焼けしてしまいました。  

                  参加メンバー：大村会長 渡邊信幸 平野 後藤譲治 曳田 片岡 

   

～～夏祭り清掃（CS事業）～ 

        相磯 優子 

 例年の恒例の夏祭り清掃に

参加してきました。集合場所

に遅刻し、メンバーを探して

いましたら知り合いの中学生

たちに会いました。中学生は

参加すると、内申書にボラン

ティアに参加したと記載してもらえるとのこと。

去年に比べ参加人数は減ったようだったが、ゴミ

の量も減ったと感じました。終了して中央公園に

戻りようやくメンバーと合流できました。後藤譲

治ワイズともその後無事に会えたことも漏れなく

報告致します。 

参加メンバー： 

大村、泉、後藤亨、後藤譲治、山野、渡辺周、相磯、 

秋山さん（大村ワイズのはとこ）、梅田さん（去年も参加、

 他クラブ、会議・行事等 出席者 

7/4（土） 東京ベイサイドクラブ  / 相磯 

7/12(日） 富士山部役員会・評議会 

          /大村・杉崎・後藤・相磯 

7/13(月） 伊東クラブ /大村・渡邉（実）相磯 

7/15(水）  下田クラブ /大村・泉 

7/22(水） 熱海Gクラブ /大村・泉･渡邊（信） 

7/27(月） 熱海クラブ /大村・渡邉（実）・泉 

            相磯・渡邉（信）平野 

7/28(火)   富士・富士宮例会 /大村・渡邉（実）  

                     泉・渡邉（信）相磯 

7/31～8/2  アジア大会 /小林・長谷川・後藤 

                       相磯・小林メネット 

7/26（日） 伊東クラブゴルフ愛好会/泉・渡邉実 



 

 ～アジア大会訪問記～    後藤 譲治 

 京都で執り行われた26回アジア大会に参加して

きました。感想としては「暑・熱」です。気温も

38度と体温より高く、会場の熱気などもムンムン

の素晴らしい大会でした。 

 会の進行を見ていると当クラブの50周年事業の

イメージがもやもや頭をよぎります。DBCの京都

トップスの方々をはじめ、国内外の他クラブの方

との交流はとても楽しい時間でした。皆さんも是

非、他クラブ行事などお時間許す際はお顔だしお

願いいたします。 

 

  ～第２６回アジア大会に参加して～ 

                   小林 隆  

 溶けるような暑さの中、ウェスティン都ホテル京都

でアジア大会が７月３１日から始まりました。ホテル

の玄関右手では、９メートルの巨大ウェルカムボード

が迎え、涼しげな竹林で着飾った廊下を通り抜ける

と､祇園祭りのお囃子が大会を盛り立てています。京

都らしさ満載の「おもてなし」がありました。 

９００人のワイズメンが集い、開会式では、田中博

之東日本区直前理事が司会進行し、岡野泰和アジア会

長が開会宣言をされました。新会長就任式では、新国

際会長のウィッチャン氏と新アジア会長のエドワード

氏にバッチが伝達されました。 

基調講演は、「宇宙からの贈り物」と題した宇宙飛

行士の毛利衛氏で「宇宙からは国境が見えなかった」

の帰還直後のコメントが印象的でした。 

２日目には新アジア会長主催の晩餐会に参加しまし

た。相磯ワイズ、長谷川ワイズ､後藤ワイズ､私とメ

ネットと５人がテーブルを囲み、会場全体が一体感に

包まれ、盛大でアジア色溢れる楽しい会になりまし

た。 

参加者：長谷川等 小林隆 小林真弓メネット 

    相磯優子 後藤譲治 

   ～～東京ベイサイドクラブ初例会訪問～～          EMC委員長＆富士山部CS主査   相磯 優子 

 ７月４日。今期の初例会巡りは、関東東部の東京ベイサイドクラブからのスタートとなりま

した。部長公式訪問例会でもあり、関東東部鈴木部長（江東クラブ）、同じく小松書記（江

東クラブ）と9月に入会予定のお二方ともご一緒させて頂きました。 

 ベイサイドクラブ例会は土曜日の午前9時開始です。若いパパたちにはこの時間帯がベ

ストなのでしょう。紅一点の中道ワイズお手製のパンとコーヒーを頂きながらの朝の例会は

とても新鮮です。この日の議題は、ＣＳ事業の「太陽のマルシェ」の打ち合わせとベイサイド

クラブ独自の信条の作成についてです。「太陽のマルシェ」は勝どきエリアで毎月開催さ

れている都市型マルシェ（市場）です。そこに出店し十勝のワイン、アスパラ、流氷ビール、

メンバー手作りのポップコーン等を販売し、その収益でしののめこども園に遊具を寄贈するＣＳ事業です。個人的には十勝ワイ

ンと美しいブルー色の流氷ビールがひたすら気になっていました。 

 また、ワイズの信条とは別にベイサイドクラブとして迷うことなく進んで行く為の独自の信条を作ろうとしています。熱心な議論

の様子を見ながら、私たち沼津クラブのチャーターメンバーの方々もきっとこんな風に・・・・・５０年前に思いを馳せていました。

多いに刺激を頂いたクラブ訪問でした。 



DBC 京都トップスクラブ 

     京都トップスワイズメンズクラブ  

     第22代会長 河原祥博 

皆様こんにちは！京都トップスワ

イズメンズクラブ 第２２代会長を

拝命致しました河原祥博と申しま

す。どうぞよろしくお願いしま

す。 さて過日４月５日のDBC締結式におきましては

大変お世話になりました。 本当にいい緊張感での時

間を共有できまして感謝の気持ちで一杯です。 これ

からはお互いに交流の時間を持ち親睦を深めていき

たいと思います。 我がクラブに無いものを沢山もた

れています沼津クラブさんに我々は学び、 そして両

クラブが仲良く、切磋琢磨してこれから先も素晴ら

しいクラブに又、 周りの人達を笑顔に出来る優しさ

と強さを兼ね備えた人物になれる様に 出逢い、触れ

合い、磨き合いたいと思う所存です。 ご縁がありこ

の様に出逢いました事に感謝し これからも末永くお

付き合い頂きます様宜しくお願い申し上げます。 

追伸: ９月にお越しになられる事楽しみにしており

ます(^^)  

彦根クラブ   

会長 外海清圭 

    （とのがいきよかず） 

 沼津クラブの皆さんはじ

めまして。この度彦根クラ

ブ会長を拝命しました外海 清圭(とのがい きよ

かず)です。クラブに入会して３年目になりま

す。クラブの一年の流れと、びわこ部の内容が少

しわかってきた程度の者です。沼津クラブのこと

は、 昨年ラマカンさん達が彦根の行事予定を終

え沼津訪問へ行かれました。その時初めて 沼津

クラブともDBCの関係にある事を教えてもらいま

した。彦根クラブと沼津クラブがDBCの関係にあ

る事は ロースターでは知っていましたし、中村

Ysからは訪問した事があるとは聞いておりまし

た。ご存知の通り彦根クラブは今年度11名でス

タートし12名で終わりたいと考えていたのです

が、10名スタートになりました。明るく 楽しい

クラブになるように していきたいと思っていま

す。今後ともよろしくお願いします。 

 DBC 彦根クラブ 

 

 IBC インドハイデラバードクラブ    

Vijaya Kumarさんへのメールです。      

 

Dear Vijaya Kumar San 

Thank you for your e-mail. 

In 2016, We are planning to visit  

your club Michiko San,other members  

and I going there. 

We have not decided our club's 50th anniversary  

ceremony. 

We are considering and discussing where when and 
how to do. 

Mr. Izumi is a chief director of the anniversary. 

We are looking forward to meeting 
you aging. 

Take care of yourself. 

Y's Men's Club of Numazu 

     Hitoshi Hasegawa 

 長谷川Y'sより返信 IBC 便り 

 

        

１）第２回富士山部会 2015/9/27（日） 

   伊東・道の駅「マリンタウン」 

２）第２回富士山部役員会・評議会   

   2016/1/17（日）伊東・暖香園ボウル 

３）第３回富士山部役員会・評議会 

   2016/5/22（日）会場未定 

４）今期周年記念 

 伊東クラブ４０周年：2015/11/22（日） 

 富士宮クラブ２０周年：2015/2/21（日） 

 御殿場クラブ３０周年：2016/5/29（日） 

５）YVLF 2015/9/11～13 山中湖 

    

 富士山部より お知らせ 



＊次回クラブ役員会   

  ８月１７日（月）YMCA沼津センター 

＊次回クラブ例会    

  ９月８日（火）YMCA沼津センタ－ 

  ９月９日（水）京都トップスクラブ例

～第3回沼津ビーチフェスに参加して～  CS委員長 渡邊信幸 

沼津ビーチフェスは沼津クラブが第一回から応援している、地域ボランティ

アのイベントです。前2回はビーチフェスの中で催されるビーチバレーのバッ

クアップ(コート整備)及び寄付で始まりましたが、今回から実行委員会に参

加して後援と言う形でフェス全体をバックアップすることとなり毎週火曜日

に細かい打ち合わせを行いました。我がクラブは会場係を担当することにな

り、私は会場設営･駐車場･案内の責任者となりました。7月7日の委員会で沼

津クラブにフォトロゲイニング(地図をもとに、時間内にチェックポイントを

回り、得点を集めるスポーツです。)を担当してもらえないかとの依頼があり

ましたが、あまりにも時間が無いので一時はお断りしましたが、他の方々に比べ我がクラブの貢献度が低いので、

多少経験のあるウォークラリーを代わりに実施することにしました。7月18日までに全ての準備をすませ7月19日の

フェスに臨みました。当日実行委員は5時45分に会場の牛臥海岸に集合しました・・・晴天でしたが折柄の台風接

近で風速8m/sを越え海上でのアクティビティー(フィッシングボート･ディンギー･ウィンドサーフィンスタンド

アップパドルサーフィン･シーカヤック･シュノーケリング)は危険な為中止となりまた。強風でのテント設営もで

きず、本部設営出来ず、我々のウォークラリーも中止となってしまいました。但し陸地でのビーチバレー･フラダ

ンス･ビーチサンダル飛ばし大会は開催されました。ビーチバレー21チーム約150名フラ･タヒチアンダンス･100名･

ビーチサンダル飛ばし約60名･ボランティア約90名･見学者多数と主要イベントは中止となりましたが毎年盛況に、

なりつつあります。元は地域活性化のイベントですが、実行委員はボランティア性の高いメンバーが多く、将来的

には、青少年育成や障害者支援等も考えているようでますます我々ワイズの出番が増えていくのではないかと感じ

ました。 

ドライバーのつぶやき   

          泉 文雄 

 久しぶりのドライバー委員長、

今年の初例会は全クラブ出席と決

めていました。伊東クラブから始

まり、最後は富士、富士宮合同例

会で終了。残念ながら伊東クラブ

には急な仕事で出席できず、大変申し訳なく

思っております。久しぶりの顔見世、楽しく出

席させていただきました。でもね、挨拶が長す

ぎ？新幹線に乗ったら三島～東京間くらいお食

事がお預けになったところも

あったけどね。しかし今年の

夏は暑い夏ですね。毎日35度

近い気温、参ります。私の住

んでいるところは富士山の

麓、小山町です。朝晩は気持

ちのいいこと、皆さんにもお

届けしたいですよ。 

写真は泉Y’s自宅より夕方撮影→ 

   ～YMCA歌の広場～  
  

世田谷クラブ（他）が継続している石

巻のＹＭＣＡ歌の広場。 今秋10月の

６日（火）７日（水）で計画されていま

す。 今回は３．１１の震源地に近い鮎

川地区（金華山が目の前）に参ります。また、新クラブ予

定メンバーとの交流も楽しみ。沼津からも参加しますが、

富士山部でご希望の方は、渡邉実帆までご連絡をお願

い致します。是非ご一緒しませんか。 

編集後記 ＊今月は記事が盛りだくさんで（写真も多いですが）充実の内容となりました。それだけメンバーが 

動いているということだと思います。感謝いたします。                   ブリテン担当             

   在籍者     ２０ 名   ７月スマイル    ¥44,500 

   功労会員      ４ 名   スマイル累計    ¥44,500 

   出席者     １３ 名   BF 現金    ¥0 

  ゲスト･ビジター     ３５ 名  YMCA基金累計    ¥0 

  メイキャップ      ２ 名  出席率    94  ％ 

７月例会 

 報告 


