
  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」 

 

         １０月 例 会 

    １０月１３日(火曜日) 18:30～ 

    場所：ニューウエルサンピア沼津  

    司会：稲田 精治Y’s 

     プログラム 

 開会   点鐘・・・・・・・・・ ・大村貴之 会長 

 開会の言葉・・・・・・・・・・・渡邉実帆A副会長 

 ワイズソング&信条・・・・・・ ・渡邊信幸Y’S 

 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・・・・・・・・・・・後藤譲治 書記 

 卓  話「健康である為に」・・・海野 学さん 

 出席率 スマイル報告・・・・・・・担当 委員会 

 閉会 挨拶・・・・・・・・・・・長谷川等B副会長 

 閉会 点鐘・・・・・・・・・・・・大村貴之会長 

2015年１０月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

   １０月 Happy Birth day 

                   該当者ありません。 

  Wedding Anniversary           

  １８日 泉 文雄Y’S 

  １８日 渡邊信幸Y’S 

  ２５日 杉崎敏郎Y’S      

                   ～今月の聖句～ 

    一粒の麦は地に落ちて死ななければ、一粒のままである。 

  だが、死ねば多くのみを結ぶ。自分の命を愛するものはそれを失うが、 

  この世で自分の命を憎むものはそれを保って永遠の命に至る。 

                                      ヨハネによる福音書 12章２３節～２５節 

   卓話者紹介  海野 学さん 

 44歳 出身・住まい 沼津市大岡 家族 妻と2人  

仕事 整骨院院長 柔道整復師 ケアマネージャー  

趣味 家庭菜園 食品加工 読書 時代劇・落語鑑賞   

 障がい者福祉の分野から家族の介護をきっかけに柔

道整復師として治療家の道へ。 日本の食、古武術な

ど古来からの文化を学ぶことで、健康的に豊かに生

きる方法を模索している。 

 



    9月 例会     9／8（火）沼津YMCAセンター 

 9月例会は9月8日（火）YMCA沼津センターにて、ビジターに伊東クラブ2名

（牛田富士山部書記、勝又Y’s）と三島クラブ2名（青木直前会長と高木Y’

ｓ）にご参加いただき、和気藹々と執り行われました。お弁当は菅沼（杉

山）Y’sのキッチンエビセンさんのヘルシーデリバリーお弁当。やはりワイ

ズの仲間の健康の事を考えてのお献立は有り難い限りです。今後の行事等、

協議事項が多かった為、食事終了後よりメンバーのみ

での会議を致しました。 

     ９月 役員会    9／14（月）沼津YMCAセンター 

   9 / 9（水）ＤＢＣ 京都トップスクラブ訪問←台風の為、延期 次回11月？ 

   10/ 3（土） ＣＦ事業 ジャガイモ配送 

   10/12（月・体育の日）沼津福祉祭り   

   10/15（木）沼津クラブ親睦ゴルフコンペ  

   10/17（土）横浜ＹＭＣＡチャリティラン 他 今後の予定について  

  富士山部会＆懇親会   9/27（日）道の駅伊東マリンタウン 

  

 今期の富士山部会が、道の駅伊東マリンタウンを

会場に９月２７日（日）開催されました。天候こそ

曇りでしたが、海を一望するテラスを貸し切っての

開放感あふれる部会で、伊東の海と初島を背景に、

富士山部のワイズメンバーが一同に会する楽しい部

会となりました。（登録人数は１１０名） 

 また、ビジターとして東日本区の渡辺理事、田中直前理事、利根川次期理事、栗本

次々期理事が来訪し、現職を挟み４期の理事がそろい踏み。加えて、藤井元国際会長

のご出席もあり、伊東クラブ榎本会長の挨拶では「東日本区大会ではないかと思うよ

うな富士山部会」という一言も飛び出し、会場は大いに沸きました。他にも、事業主

査の方々、伊東クラブＤＢＣ先である彦根シャトークラブの皆さん、６月の区大会を

ホストする長野クラブの森本会長など、遠方からも本当に多くの方々の出席をいただ

きました。また、昨年ご逝去された御殿場クラブの木村直前部長の奥様に、久保田富

士山部長から記念の感謝盾をお渡しする場面では、奥様と久保田部長が涙ぐむ姿に、

参加者一同胸を熱くして故人を偲びました。  

 懇親会では、周年を迎える御殿場・富士宮・伊東の各クラブからのアピールや、東

日本区大会アピール、ロールバックマラリア、鬼怒川洪水支援、東山荘１００周年

等々、賑やかな中で多岐にわたる声掛けが続き、伊東クラブらしい、フランクで笑い

の絶えない会食となりました。 富士山部の各クラブとも、会員増強に向けてはＣＳ

事業を絡めた勧誘活動に工夫を凝らしている印象を受けました。当クラブも、これか

らの様々な行事に入会勧誘している方々を誘い、活動の楽しさを通じた会員増強を目

指したいとあらためて感じた部会でした。  

              出席５名：大村・後藤譲治・相磯・渡邊信幸・山野  （報告 大村） 

    熱海YMCA理事会報告                        

   議 題 １、英語スピーチコンテスト準備状況、中学校へ７月１０日予告を郵送１６校、 

               ９月５日募集要項申し込み書を２４校へ送付。 

               ALT講師、県教育委員会に依頼し三島南高と熱海高の外国人教師２名決定。 

            日時：11月22日（土） 12:00～16:00  場所：熱海起雲閣 

   議 題 ２、センター改修   当センタ－は木造トタン屋根造で屋根は１度も塗装の手を入れてなく、 

         事務所へ漏水も発生しており、調査と塗装を施工する方向で提案し、賛成多数で見積りを 

         取り寄せることに決定、熱海クラブメンバー 蛭田泰三Y’Sに見積りを依頼する。 

                                                                                 （報告 長谷川） 



ジャガイモファンドを実施して 10/3 

     ＣＦ委員長 小林 隆 

 コバルト色の秋空の中､ジャガイ

モの配送作業が行われました。何

故か毎年天候に恵まれる事業で、

駿河ライオンズクラブと共に､気持

ちの良い汗を流すことができまし

た。参加されたメンバーの方々、

「お疲れさま」。今年は北海道の天

候が不順で､野菜の育成が悪かったの

ですが、メンバーのチカラにより、

例年になく販売が好調で、ジャガイモはすでに完売

しました。久しぶりの嬉しい誤算です。しかし、

「たまねぎ」「かぼちゃが」が若干残っているので

会計報告は来月になります。今後の課題ですが、参

加メンバーが「寄る年波には勝てぬ」状態で配送作

業に苦慮しています。ジャ

ガイモファンドは､長年続い

ている沼津クラブのビッグ

イベントです。来年は、メ

ンバーのみなさま全員参加

でお願いします。 

  IBC 便り  速報！ハイデラバードクラブ 
        ラマカンご夫妻来日！！ 
 ラマカン・ツムルゴッティー展 − 迷い鳥の旅路 − 
     2015年 10月12日（月）～17日（土）  

    

 東京銀座みゆき画廊  http://miyuki-gallery.com/f.html 

沼津駿河ライオンズクラブ  

  30周年記念例会に出席 

9／17ホテル沼津キャッスルに

おいて開催された沼津駿河ライ

オンズクラブの３０周年記念

に、クラブを代表して出席しま

した。同クラブとは、ご存知の

通り毎年の「じゃがいもファン

ド」で協力関係にあります。宇土さんを始め、多

くの顔馴染みの皆様が揃い、沼津市内にある他の

４つのライオンズクラブからもお祝いに多くのメ

ンバーが駆けつけました。懇親会では、「よしも

と劇場」のお笑い芸人が場を盛り上げ、たいへん

賑やかな記念例会となりました。また、戴いた

「認証３０周年記念誌」には、記念事業として市

民文化センターで実施された「すばらしき街・沼

津」の模様をはじめ、各事

業や暦年の役員名簿等が盛

り込まれており、我々の記

念誌制作にも参考になると

思います。 報告 大村 

 

          日本一高い場所での例会 「富士山例会」9/26（土） 

 以前より参加したかった願いが今年やっと叶って、9月26日（土）に御殿場ク

ラブの杉山会長、渡邉芳子書記、金光直前会長の3名とともに富士山5合目に行っ

てきました。御殿場の杉山会長宅を13:30に出発、小一時間で5合目佐藤小屋に到

着。五合目の観光バスの数と外国人観光客に驚き、それを横目に登山道を車でど

んどん進み（車で行けないと思っていたので結構それ

なり登山っぽい服装で行きましたが）あっという間に

佐藤小屋に到着。 

第1部ミニ講演“1300回富士登山”佐々木茂好さんのお話。64歳で富士登山を始

められ今年75歳になられた佐々木さん。9月26日までで1331回登山だそうで、毎日

登られる心境、そして登山の「コツ」をお話し下さり、とても興味深く聞かせてい

ただきました。 

←第2部はバーベＱ＆懇親会。登山組の皆様が登山途中で取って来て下さったマ

ツタケのおにぎりから始まり、たくさんの美味しいお食事とお話に花が咲き、

お腹いっぱい。しかしやはり5合目は夜に墓なり冷え込みました。8時半に日帰

り組は下山。遠くは京都プリンスクラブからも参加、総勢50名の参加者でし

た。また参加したい！と思わせる「お・も・て・な・し」たっぷりの素晴らし

い例会でした。富士五湖クラブの皆様、サンライズクラブの皆様本当に素敵な

例会をありがとうございました。             報告 渡邉実帆 

http://miyuki-gallery.com/f.html


ドライバーのつぶやき③     

    泉 文雄 

９月２３日秋分の日、伊

東クラブゴルフ愛好会の

ゴルフコンペに参加。天

城 高 原 ゴ ル フ（標 高

1,000メートル）冬暖かく、夏涼しい伊東？とんで

もありません。長袖のブルゾン、合羽を着ても震え

る寒さ。寒いゴルフは嫌です～。ちなみに最高のス

コア！（118回 恥ずかし・・）ここ数年出たこと

のないスコア。ゴルフヤメタイデス。あ～、今年の

夏も終わりだよ。船の整備をして陸しまい・・・・

これからの季節、陸と空で羽ばたくぞ～。 

   

  一面のススキ  

  裾野市須山から 

  箱根山方面を望む→           

 

   在籍者     ２０ 名   ９月スマイル    ¥１６，５００ 

   功労会員      ４ 名   スマイル累計    ¥７１，５００ 

   出席者     １２ 名   BF 現金    ¥  ０ 

  ゲスト･ビジター      ４ 名  YMCA基金累計    ¥  ０ 

  メイキャップ      ３ 名  出席率    ９４ ％ 

９月例会 

 報告 

 

      沼津クラブ新ファンド！！ 

       ～点字入り名刺～  
 

ワイズメンの皆さん！ご自分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 初回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 
お気軽にお問い合わせ下さい。 

 浅原和美 沼津市議長からメッセージを頂きました。 

 貴クラブの皆様には、日頃から市議会に対しましてご理解とご協力を賜り、心から感謝

申し上げます。本年５月に第８２代沼津市議会議長に就任することになりました浅原和美で

す。議長として全力を傾け、公正かつ円滑な議会運営に取り組んでまいりますので、宜しく

お願い致します。 

貴クラブにおかれましては、長年にわたり奉仕活動や青少年育成など様々な分野における

取り組みを通じて、地域社会に貢献してこられました。皆様の活発な取り組みは、地域社会

やにぎわいづくりなどに欠かせない推進力であります。その多大なるご功績に対し敬意と感

謝の意を表する次第であります。近年、わが国において、少子高齢化・人口減少社会の進展が大きな社会問題

となっております。地方創生を進めるには、婚活や企業誘致などに地道に取り組み、若者の定住を促進し子育

てしやすい街づくりをすることが肝要だと考えております。また沼津駅周辺の開発やスマートインターチェン

ジの設置が進み、大型商業施設の進出計画など、明るい兆しが見えていることから、それらをひとつひとつ着

実に推し進め、活力ある沼津市を目指し尽力していく所存であります。結びにあたり、貴クラブの益々のご発

展と皆様方のご健勝・ご活躍を祈念いたしまして、私からのご挨拶とさせていただきます。 

                              PS：浅原議長には11月に卓話をお願いしております。 

親睦ゴルフコンペ 10月15日（木）先月ブリテンでご案内した親睦ゴルフコンペは、5組の予定

が多数のご参加を頂き、6組で開催の予定です。富士山部他クラブから、またDBCの京都トップ

スクラブからも登録を頂いています。お天気になりますように・・・。      親睦委員 

編集後記：９月～10月行事が多く、記事が沢山！嬉しい悲鳴を上げています。みんなの活動が活発ということで

すね。他クラブのワイズメンと話をしたり、親睦を深めることは、自分発見？！そして今の自分に何ができる

か、ワイズの基本を考える良い機会ではないでしょうか。                  ブリテン委員 


