
  事務局 〒410-0022沼津市大岡下石田１４３５－１ YMCA沼津センター内  

  沼津ワイズメンズクラブ 

   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」 

 

         9 月 例 会 

    9月 ８日(火曜日) 18:30～ 

         場所：YMCA沼津センター  

         司会：泉  文雄 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・・・・・・・・・・・・山野 Y’S 

 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・・・・・・・・・・・・大村貴之会長 

2015年9月 THE Y’S MENS CLUB OF NUMAZU 

     9月 Happy Birthday 

 ９月 ３日  平野 正文 Ｙ‘ｓ 

 ９月 ６日  杉崎メネット 光子さん 

 ９月 ９日  泉メネット 裕子さん 

 ９月２０日  中田  清子Y’s  

 ９月２３日  長谷川 等Y’S 

 ９月３０日  稲田メネット 智子さん 

  Wedding Anniversary  該当者ありません。 

                   ～今月の聖句～ 

    人を裁くな。そうすればあなた方も裁かれることがない。 

    赦しなさい。そうすればあなた方も赦される。 

    与えなさい。そうすればあなた方にも与えられる。 

                                                  ルカによる福音書 6章3７～３８節 

   ＊次回クラブ例会 （10月予告）  

   10月13日（火）18：30 

      ニューウエルサンピア沼津 

   卓話：「健康であるために」 

  バランスケアわかば整骨院  

          院長 海野学氏 



８ 月 納涼例会 & 役員会 

 沼津クラブ恒例の８月納涼例会はニューウエルサン

ピア沼津のカフェコーナーで執り行った後、芝生広場

にてにぎやかにバーベキューパーティが開かれまし

た。若いお客様をお迎えして、愉しくそして美味しい

例会となりました。 

８月１９日（水）長野クラブの例会に出席させていただきました。 

 「８月に長野クラブで入会式があるのですよ・・・」と東日本区の仙

洞田書記（甲府クラブ）にお聞きして、他クラブ訪問と入会式の参加を

「楽しみ」としている私としましては何をおいても行きたい！と、長谷

川Ｂ副会長と泉ドライバーを巻き込み、日帰りダンガン長野訪問を実行

した次第です。（車で片道約４時間） 

 長野クラブは次の東日本区大会を開催されるクラブです。例会前には

皆さんで区大会の会合をもたれていました。会場は善光寺のすぐ横の西

之門よしのやというレストランでなんと！造り酒屋を改装した素敵な蔵

屋敷。私たちは蔵の中での例会でお食事を頂きましたが、中庭のパラソ

ルの下でもバーベキューができるようになっており、センスを感じさせ

る建物でした。（皆さん、長野を訪問された折には、是非行ってみて下

さい。本当に素敵な場所です。）森本会長様をはじめ、メンバーの皆様

と楽しい時を過すことができました。 

 今回入会された小林美彦さんは、お子さんが山手学舎に入寮されたこ

とをきっかけにワイズに入会されたそうです。メネットと出席され、こ

れからのご活躍が楽しみです。伊東クラブより久保田富士山部長と榎本

会長他２名（計４名）参加で富士山部から７名の参加となりました。次

回は是非宿泊してゆっくりと「長野」を楽しみたいと思いながら帰って

来ました。 

「ワイズにひかれ善光寺」東日本区大会、今からワクワクしています。 

                         報告 渡邉実帆               

    ＜８月役員会 報告＞ 

          ８/２４（月）於：沼津YMCAセンター 

   ９ / ３   （木）熱海ＹＭＣＡ ＢＢＱ Ｐａｒｔｙ 

   ９ / ６   （日） ９：００～  東山荘奉仕作業  

   ９ / ８   （火）１８：３０～  ９月例会  

                 沼津ＹＭＣＡセンター 

   ９ / ９   （水）ＤＢＣ交流  京都トップスクラブ訪問 

   ９ /２７  （日）富士山部 部会参加者確認 

      １０/ ３ （土）ＣＦジャガイモ事業  

   １０/１2 （月・体育の日）沼津福祉祭り        

   １０/１７ （土）横浜ＹＭＣＡチャリティラン  

   ５０周年事業の件 2016.7.1～2017.6.30の間で開催 

                            実行委員長 泉 文雄 

     点字名刺ファンド事業 （後藤書記） 

     ＹＥＳ基金の件  

＊次回クラブ役員会 ９月14日（月）YMCA沼津センター 

    8月役員会の内容は右の通りです。  →→→ 

一番の内容は50周年事業、この問題は役員会だけでな

く全員で話し合おうということになり、9月例会において

全員で協議することになりました。「名刺を持とう！」

については後藤書記から提案があり、今後沼津クラブの

ファンドにすることで決定、各クラブ、部、全国にも宣

伝しなきゃね。まだまだたくさんの事案があります。9月

例会はこれらの事案を全員で協議することで終了。なか

なか白熱した役員会でした。  50周年実行委員長 泉  

長野クラブ訪問 ＆ 入会式 



  ～点字入り名刺を持ちませんか～  
  

 ワイズの皆さん！ 

 ご自分のワイズの名刺をお持ちですか？ 

 他クラブ訪問した際、また色々な交流会でもワイズの   

名刺を渡すことによって貴方が誰かわかります。 

 沼津クラブでは顔写真や、似顔絵、その上点字が

入ったユニバーサルデザインの名刺をお作りします。 

 これは障がい者の経済自立ｻﾎﾟｰﾄにもつながり、それ

自体も社会奉仕となります。またオフィシャルでお使い

の名刺にも点字が入れられます。沼津クラブのファンド

にもご協力をお願い致します。どうぞご利用下さい。 

 

１００枚 ５，０００円  
（デザイン～点字入力まで全て含む） 

点字のみ １枚１０円 

 

連絡先：書記 後藤譲治 

TEL:090-7043-0526 

東山荘清掃奉仕作業 

  報告（９月６日） 

  午後からの雨予報

を聞き、富士山にかか

る傘雲を見ながら御殿

場東山荘に到着したの

は朝の８時３０分、昨

年のようなどしゃ降りでの作業中止とならないことを

祈りつつ９時からの作業に参加しました。沼津クラブ

からの参加者４名は、今年はまとまって５，６号館周

辺の枝切り、庭木の剪定を担当しました。例年とは違

い、正面玄関前はこれから始まる工事の関係で手入れ

をするところはありませんでした。途中小雨がパラパ

ラしてきたときは、昨年同様の激しい雨になる心配も

しましたが、幸いなことにその小雨も一時的なもので

１１時３０分の作業終了を無事に迎えることができま

した。昨年は大雨のために中途半端な作業になりまし

たが、今年は満足（自己満足！）のいく奉仕ができた

と思います。作業後は参加者全員でバーベキュー場で

焼きそば・おむすびをいただいて解散となりました。 

 前日の土曜日は三島で３０度を超える真夏日でした

が、今日の御殿場東山荘の空気はひんやりとしていて

まさしく秋そのものでした。今年もまた爽やかな空気

を吸い御殿場で奉仕作業ができたことに感謝をしま

す。雨も降っていなく気分がいいので近くの秩父宮記

念公園に帰りに寄ってみました。毎年何度も東山荘に

来ていますが、秩父宮記念公園に入ったのは初めてで

した。東京ドーム球場の１．５倍の敷地には歴史ある

建物や美しい庭園そして

防空壕まであり新しい発

見をすることができまし

た。御殿場のすがすがし

い空気を楽しむために、

来年も是非この清掃奉仕

作業には参加したいと思

います。 

参加者：山野、渡邊信幸、渡邊Y’sコメット、平野        

報告：平野 写真提供 渡邊信幸 

 

 ハイデラバードクラブ、ラマカン・アナンダご夫妻

が１０月に来日されます。 

 １０月８日～９日彦根滞在、１０日～１８日まで東

京アジアセンター（韓国YMCA)に滞在されます。 

 今回の来日は、次期東日本区理事利根川恵子さんの

お骨折りにより、東京銀座みゆき画廊にて、ご主人ラ

マカンさんの労作の絵画の個展を１週間開催されま

す。メンバーの皆様こぞって鑑賞いたしましょう。そ

して皆で、芸術の秋を堪能しましょう。 

 １０月１３日の沼津例会には東京からクラブ例会に

ラマカン・アナンダご夫妻がご出席予定です。今回の

来日に関しては、彦根クラブ島野さん、次期東日本区

理事の利根川恵子さん（川越クラブ）にご尽力いただ

きました。             長谷川 等 

 

   

 

  ←昨年来沼された 

     時の写真 

ＩＢＣハイデラバードクラブ便り 
 

 第38回富士山部部会  2015/9/27（日） 

 会場：伊東・道の駅「マリンタウン」 

 受付12:00～      第一部部会 13:00～14:00  

  Intermission / 遊覧船・温泉   14:00～15:30 

 第二部懇親会 15:30～ 閉会 17:30  

皆さんお元気ですか？お休

みをいただき本当にご迷惑をお

かけしております。今は会社の

ことに専念しながら、毎日頑

張っております。皆様のご活躍

はフェイスブックで拝見してお

ります。他クラブのご活躍も

フェイスブックで伝わってきま

す。50周年に向けてますますの

沼津クラブの活躍を私も応援致

します。   菅沼（杉山）道子 

 



ドライバーのつぶやき②     泉 文雄         

 先日長野クラブを訪問いたしま

した。沼津クラブより渡邉実帆、

長谷川両副会長と私。伊東クラブ

より久保田富士山部長、牛田書

記、榎本会長、私の大好きな大先

輩堀口の爺様。会場は善光寺のす

ぐ西側の造り酒屋、土蔵を素敵に

改装し、精進料理のフルコース？

こんな安い会費（2500円）で素敵

な会場・飲み物は豊富、何だか申し訳なくなりまし

た。心より感謝致します。来年の東日本区大会、牛

に引かれても絶対行きます！！でも遠かった～片道

約４時間、これは京都に行くのと変わりませんで

す。でも今年は時間の許す限り彦根も京都も長野も

行くぞ～！ 

 

我が家から山中湖マリーナ１３㎞ 

２０分。峠はもうススキです。        

    写真は山中湖マリーナ→ 

 

 

編集後記 ＊暑かった夏も過ぎ、しのぎやすい季節になりました。芸術の秋、食欲の秋、スポーツの秋。健康に

留意して元気に過したいものです。沼津クラブのゴルフコンペにも是非ご参加下さい。     ブリテン担当                                        

   在籍者     ２０ 名   ７月スマイル    ¥１０，５００ 

   功労会員      ４ 名   スマイル累計    ¥５５，０００ 

   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      ０ 名  出席率    ８１．２５ ％ 

８月例会 

 報告 

  北海道の“うま～い”ジャガイモ     ＣＦ委員長  小林 隆 

 今年も北海道十勝より新鮮なジャガイモ、玉ねぎ、かぼちゃが入荷します。 

 和田農園さんの有機農法や低農薬の安心安全な野菜です。今年も宜しくお願い致します。 

  

価格：ジャガイモ・玉ねぎ（１０ｋｇ）→１９００円 かぼちゃ（１０kg）→２３００円 

＜帯広(有)和田農園のこだわり＞ 

☆美味しさと安全安心にこだわり、環境保全にも配慮した野菜作りを徹底。 

☆環境保全型農業による農産物⇒低農薬で有機肥料の土作り 

☆第２回サッポロ農業大賞・道知事賞受賞(平成１７年) 

☆第５回ＨＡＬ財団農業賞・神内大賞受賞(平成２１年) 

入荷日：平成２７年１０月３日(土)集合 ＡＭ7：30 

場 所：三島市玉川460-1 （旧三島信用金庫 三島南支店跡地） 

沼津クラブ  親睦ゴルフコンペのお知らせ 

    とき ：10月15日（木）      

    ところ：沼津ゴルフクラブ  

  沼津市足高字尾上４４１  055-921-0611  

  

集   合 ：８：２０  スタート９：０１愛鷹コース 

プレイ費：キャディ付き・食事別 ￥11,900 

参加費 ：￥3,000 

5組20名を予定しております。 

申し込みは先着順で受け付けます。 

参加賞・各賞豊富に用意しております。 

参加ご希望の方は泉親睦委員長まで  

      電話かファクスで申し込みをお願いします。  

      TEL:０９０－３１５８－４８３0 

       FAX  :０５５０－７８－００９０ 


