
  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」 

 

    ＜３クラブ合同新年例会＞ 

    １月１４日(木曜日) 18:30～ 

 場所：YMCA東山荘  担当：御殿場クラブ 

    ☆ プログラム ☆  

 開会   点鐘・・・・・・・・・ 3クラブ 会長 

 開会の言葉・・・・・・・・・・沼津クラブ 

 信条＆ワイズソング・・・・・・前原Y’s(御殿場） 

 会長 挨拶・・・・・・・・・・3クラブ 会長 

 ゲスト・ビジター紹介・・・・・杉山会長（御殿場） 

 富士山部長 挨拶・・・・・・・久保田 部長 

 食前 感謝・・・・・・・・・・金光Y’S（御殿場） 

 卓  話 ・・・・・・・・鎌野 茂氏(歴史研究家) 

 誕生日・結婚祝い     

 出席率 スマイル報告・・・・・各クラブ担当委員会 

 閉会の言葉・・・・・・・・・・三島クラブ 

 閉会 点鐘・・・・・・・・・・3クラブ会長 

2016年 １月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

 Jan.   Happy Birthday   

  ５日   相磯優子Y’s 和彦さん 

  １１日  渡邊信幸メネット 優子（まさこ）さん 

   ２７日  渡邊信幸Y’ｓ 

 

  Wedding Anniversary    

  １５日   長谷川 等Y’s       

         

                   ～今月の聖句～ 

「わたしの目には、あなたは高価で尊い。 

         わたしはあなたを愛している。」                   

                 イザヤ書 43章 4 節     

   

   卓話者紹介    鎌野 茂さん 
 

 恒例の3クラブ合同新年例会、今年は御殿場クラブが 

 担当します。 

 今回は歴史研究家の鎌野茂さんです。 

 文学作品からみた明治、大正、昭和と激動の御殿場の 

 歴史をお話いただくとのこと、きっと楽しく興味深い 

 お話が伺えると思います。 



     ＜１２月例会報告＞   

    1２/08（火）ニューウエルサンピア沼津 

 １２月例会はニューウエルサンピアにて、イラスト

レーターでクリスチャンの永田治絵さんをお迎えして、

クリスマスにちなんでイエス様のお話を伺いました。久

しぶりに中田成ワイズ、中田清子ワイズも参加しての楽

しい例会になりました。クリスマスの歌も即席音楽隊で

楽しみました。            

    ＜１２月役員会報告＞   

   1２/２１（月）19：00沼津YMCAセンター 

 ２月・3月卓話者の件 

 50周年事業について 日程詳細は今後調整 

 東日本区大会の件    

 ＊富士山部役員会・評議会  

    2016年1/17（日） 於：伊東 暖香園  

 ＊次期富士山部主査→国際交流主査 泉Y’s 

 ＊次期東日本区メネット委員長→相磯Y’ｓ 

 ＊次期クラブ役員  

 ＊50周年例会、東日本区大会の件 

 京都トップスクラブ・クリスマス家族例会に参加して  大村貴之           

 12月19日（土）、京都トップスクラブのクリスマス家族例会に参加してきまし

た。私は、９月に予定していた訪問を台風により直前で断念していたので、よう

やくの京都訪問となりました。渡邉実帆副会長は、翌日の四国行きに合わせて参

加し、２ヶ月連続での京都訪問でした！会長・副会長２名での登録参加となり、

一つ、肩の荷を降ろせた気がしました。今回の家族例

会は、トップスクラブメンバーのメネット・コメットも多数参加しての賑やかな

例会でした。抽選のドアープレゼントも、ホテルの食事券から子供さん向けのお

土産まで幅広く盛り沢山で、総勢６０名近くの例会参加者それぞれがクリスマス

気分を楽しむことができました。また、出し物として、クラブの各委員会対抗で

「仮装歌合戦」があり、趣向を凝らした仮装（着ぐるみあり、女装あり・・・）

で会場は大きな笑いに包まれていました。メンバー数の多さだけでなく、各メン

バーがワイズでの交流・親睦を満喫している様子が印象深い、京都トップスクラ

ブさんらしい明るい例会でした。例会終了後は、河原会長に連れられて京都の夜

を堪能させていただきました。河原会長、未明までお付き合いいただき、ありが

とうございました。           参加：大村会長 渡邉実帆A副会長     

  沼津訪問記    中田成Y’s（チャーターメンバー）＆中田清子Y’s 

 私には本当に久し振りの沼津だった。昔は小田急ロマンスカーで乗り換

えなしだったのに、今回は小田原からJRに、熱海駅でも乗り換えて本当に

沼津は遠くなったものだ。有難いことに長谷川君が沼津駅で待っていて下

さり、今回の沼津の我々の足となってご案内をして下さった。だからワイ

ズは嬉しい。例会では私の期待した顔が数人見えなかったが、多忙なので

当然とはいえ、寂しさを感じる例会だった。しかし当日の目玉は「あした

か牛のステーキ！」ドライバーの泉君の努力だろうか、全員が久し振りのステーキを堪能したのは言う

までもない。おかげで心の中にあった人数の不満は消滅してしまった。山のホテルに一泊した朝は又長

谷川君が来てくれて、前夜欠席した大山君を訪問した。家内ともども手術回復後の再会なので、慰め話

し合ったのは言うまでもない。早く元気になって欲しいものだ。大山君も同乗して満杯の車は、急な山

道をあえぎながら新東名高速の駿河湾沼津サービスエリアに行った。大きなサービスエリアに驚きなが

ら四人でコーヒーを楽しんでいたら、休会中の杉山道子さんが現れて盛り上がった。ワイズはこれだか

ら嬉しい。できれば桜の頃にでもまた来たいものだ。お世話して下さった長谷川君、メンバーの諸君の

ご歓待に心から感謝して。                           



      BF委員会より使用済み切手収集のお願い   クラブ内期限１月20日(水) 

各自集めていただいている使用済み切手を１月の役員会までに持ってきてください。  BF委員長 山野 弘 
 

クラブ→富士山部国際・交流主査→(有)フクオに「部」の分を全て各クラブ毎

まとめて送ります。 

使用済み切手の整理・送付方法 

① 整理方法 

１） 使用済み切手は、封筒などに貼ってあるまま3～5mm程度の余白を残して 

   切り取ります。 

２） 次のものは、除外してください。 

  ・ 台紙から剥がしたもの  ・ 切手にキズやヨゴレがあるもの   

３） ダンボールなど厚い台紙の場合は下層をそいで下さい。 

４） 分別は日本切手と外国切手だけです。 

  通常切手と記念切手、大型切手と小型切手等、これ以外の分別は不要です。 

５）通常切手と記念切手とで買取り価格に差はありません。 

  2013-2014年度の買取り価格は日本切手が1kg600円、外国切手が1kg1,000円です。 

② 送付方法 

１） 各クラブは、随時または部国際・交流事業主査が指定する機会に、定められた使用済み切手納品書*に記入 

  して、切手を各部に提出する。 

２） 各部国際・交流事業主査は、定められたクラブ別使用済み切手納品記録用紙*に記入後、(有)フクオ宛に 

  定められた使用済み切手納品書ハガキ*（必要事項を記入、52円切手を貼付）を添付し切手を送付または 

  持参してください。ただし、（有）フクオへの送付または持参は各部2回までとなります。 

３） 送付または持参する際は、個人やクラブが提出した際の小袋のままではなく、日本切手、外国切手それ 

  ぞれにひとまとめにして1つの袋に入れて下さい。 

４） 送付する際の最低kgの指定はありません。 

   送付先 各クラブ→各部国際・交流事業主査  

       各部国際・交流事業主査→新宿切手センター内（有）フクオ次ページ住所、電話番号、地図参照）

５）送付期限 使用済み切手の集計は、2月末で行います。2月15日までに送付しください。(主査の提出期限） 

③通知方法 

  ○ 納品書ハガキが（有）フクオから部国際・交流事業主査に返送され、買取金額が確定したら、 

  部国際・交流事業主査は、クラブごとの金額を、東日本区事務所、国際・交流事業主任、部長、 

  クラブにメールにて通知する。      （この資料は直前富士山部国際・交流主査 渡邉実帆より提供） 

 YMCAセンター大掃除  １２月６日(日)  

                      報告 山野 弘         

                   

 好天気に恵まれて気持ちの余裕を持って９時前に

センターに着きました。玄関のクモの巣を水圧をか

け流して汚れを落としている所へ、長谷川ワイズが

到着。早々にカーテンをコインランドリーに持っていく間に、大村会長、相磯ワイズの到着で、４人揃いました。各自

持参した雑巾で窓や床、様々の所を拭き、杉崎ワイズに寄贈していただいた掃除機で掃除をしました。少し休憩を

してから洗濯してきたカーテンを掛けて、予定通りに午前中に終了しました。４人揃って行った大切さに気付かされ

た時間でした。次回はもっと多くのメンバーの参加をお願いしたいと思います。                         

                                             参加：大村会長 長谷川 相磯 山野 

 東山荘クラブ例会  ２０１６年１月２日             報告 長谷川 等 
 

 この東山荘クラブ1月2日例会は、年末年始を東山荘で過ごす利用者（ワイズメン）

の為のプログラムです。設立時の東山荘所長さんは、後藤邦夫さん。バナーもあり

東山荘で保管されておりますが、ノンチャーターのクラブで

す。設立年当時の参加者は、鈴木謙介さん、岡本尚男さ

んも参加されており、また沼津クラブチャーターメンバーの

中田 成さんも設立当時は毎年参加されておりました。今

年も関西、関東方面のワイズメンが集まり初例会が行われました。私は、1993年ごろから

毎年参加しております。 



編集後記：新年明けましておめでとうございます。半期があっという間に過ぎました。次期の役員決めなど今後

もやらなければならないことがいっぱいありますね。沼津クラブは1967年に設立され、2017年は50年となりま

す。伝統も大事ですが、時代の流れにも乗らなければ！                   ブリテン委員           

12月例会 

 報告 

 在 籍 者   20  名  １２月スマイル  ￥15,500 

 功労 会員      4  名  スマイル累計  ￥110,440 

 出 席 者   13 名  BF 現金  ￥ 0 

 ゲスト・ビジター      3  名  YMCA基金 累計  ￥ 0 

 メイキャップ      1 名  出 席 率   78,5％ 

  ドライバーのつぶやき⑥      泉 文雄     

 皆さま、明けましておめでとうございます。今年の

干支は申（猿）です。よく言われることですが、申年

に赤い下着を身に着けると、いい年になるそうです。

年末に娘から赤いパンツをプレゼントされました。１

月１日早速そのパンツを履かせていただきました。い

いことだらけの年になるぞ！きっと！！ 

２０１５年～２０１６年度もちょうど折り返しになりました。各クラ

ブ来期の役員、その他各行事の決め事、沢山あると思いますが、誰かが

やらなければクラブは成り立ちません。個人色々事情もあるでしょう

が、頑張りましょう。私の勤めている会社は、今年も仕事始めに社員全

員で三島大社にお参りに行ってきました。ワイズの皆さま、今年もいい

年になりますように。健康に気をつけて頑張りましょう。 

  沼津クラブファンド！！ 
  ～点字入り名刺のご案内～   

   
  ワイズの名刺、また通常お使いの 

     名刺に点字を入れませんか！  

   

  ☆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円で入れられます。 

   

  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。 

                沼津クラブ 今後の予定 

      ☆２月例会 ２月９日(火） TOF YMCA沼津センター 

     卓話者：泉明寺みずほY’s(熱海クラブ初女性会員・今宮神社宮司）  「倭の国の心」 

      ☆役員会 1月２０日（水）      YMCA沼津センター 

          ↑役員会の日程が変更になっています。お間違いのないように。 

      ♪南東部ソング♪ 
 

   １）いつでも どこでも 笑顔と握手 
     ヤアヤア ワイズの よき友仲間 
     強くてかたい 心のきずな 
     ワイワイワイズは世界の南東部 
 

  東京西クラブ吉田Y’sより南東部ソングの楽譜を頂

き、伴奏をつけて12月の例会で中田ワイズに南東部

ソングを歌っていただきました。 

 中田成ワイズ御年89歳、沼津クラブのチャーターメ

ンバーです。二度南東

部部長をされたそうで

す。 

 南東部は今は解散して

ありませんが、この素晴ら

しい歌、なんとか大切に

歌い繋ぎたいですね。 

    東日本区内 周年行事のお知らせ  

 

  ☆富士宮クラブ 20周年 2 月 21 日 (日） 

        パテオン 登録費￥6,000 

  ☆御殿場クラブ 30周年 5 月 29 日（日） 

        東山荘  詳細未定 

  ☆東京西クラブ  40周年 7 月 16 日（土） 

        中野サンプラザ 登録費￥7,000 

 

 第19回 東日本区大会 6月4日（土）～5日(日）   

  

  大会テーマ「ワイズにひかれ 善光寺 

       ～原点に立ち 未来の扉を開こう」 

    

  大会ホストクラブ：長野ワイズメンズクラブ  
  会場：長野市若里市民文化ホール/ホテルメルパルク長野 


