
  事務局 〒410-0022沼津市大岡下石田１４28－１ 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」 

 

      ＜４月 例会＞ 

    ４月１２日(火曜日) 18:30～ 

    場所：ニューウエルサンピア沼津 

    ☆ プログラム ☆ 

          司会 平野Y’s 
 開会   点鐘・・・・・・・・・ 大村 会長 

 開会の言葉・・・・・・・・・・長谷川B副会長 

 信条＆ワイズソング・・・・・・山野 Y’s 

 会長 挨拶・・・・・・・・・・大村 会長 

 ゲスト・ビジター紹介・・・・・大村 会長 

 誕生日・結婚祝い  

 食前 感謝・・・・・・・・・・稲田 Y’s 

 卓  話 ・・・・・・・・・・若林 隆浩氏       

 出席率 スマイル報告・・・・・担当委員会 

 閉会の言葉・・・・・・・・・・渡邉実帆A副会長 

 閉会 点鐘・・・・・・・・・・大村 会長 

2016年 ４月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

   Ａｐｒ.   Happy Birthday   ありません  

 Wedding Anniversary  

   8  日 小林隆   Ｙ‘Ｓ 

  ２３日 大村貴之Ｙ‘Ｓ   

             

                    ～今月の聖句～ 

「あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているのです

から、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身に着けなさい。互

いに忍び合い、責めるべきことがあっても、赦し合いなさい。」     

                 コロサイ人への手紙 ３章 12～13節     

   卓話者紹介：若林隆浩 氏 
 

「静岡県東部地域における透析医療の現状と 

               課題について」 
望星第一クリニック事業部長  

有限会社ワールドプロジェクト取締役 

昭和 46 年 愛知県知多郡阿久比町生まれ 

筑波大学体育専門学群卒業（陸上競技方法論専攻） 

結婚後、伯父の経営する医療・福祉グループに勤務。 

グループ内には、静岡県東部地域において、病院 3 施

設・診療所 8 施設・特養 3 施設・保育園・調剤薬

局・訪問看護ST ・グループホーム・ホテルなどの施設

があり、主に透析医療に関わる部門の事務責任者。 

奥様は御殿場クラブ若林久美子さん 



     ＜３月例会報告＞ カリフォルニア州 ベイエリア訪問記 

                                      卓話者：大村貴之会長  

 3月例会はＹＭＣＡセンターにて大村会長の「新し

い『常識』が生まれる地」～カリフォルニア州ベイエリ

ア訪問記～を興味深く聞きました。メンバーだけでは

もったいないほどの内容の濃いお話でした。坂の街

サンフランシスコは全米一住宅価格が高く、斜面を開

発した30坪ほどの戸建て(日本のような庭のない家）

が多いそうです。一戸あたり平均80万ドル≒一億円

弱・・・・。（高っかぁ～～！！）全米一景気の良い地域、レストランは予約に15分

遅刻すると「お断り」されるそうです。それでも繁華街から一本裏にはホームレス

が居たりと、貧富の格差も激しい。片側5車線のハイウエイは朝夕渋滞。ハイウエ

イのインターチェンジごとに超巨大企業が町を作っているベンチャー企業の出

世双六だそうです。アップル、グーグル、オラクル、フェイスブックなどがその代

表的なものです。今の『今』世界を動かしている最先端の都市ですね。 

 

大村会長の話を聞いているうちに、私自身が約40年

ほど前(中学2～3年の春休み）に海外教会学校（日

本ＥＤＩ）に参加し、サンフランシスコ、サンルイスオビスポ、ロサンゼルスを訪問したこと

を思い出しました。ゴールデンゲートブリッジ、ケーブルカー、サンルイスオビスポでの

キャビン生活(一週間）、そしてディズニーランドとユニバーサルスタジオで楽しく遊んだ

ことが今も鮮明に記憶に残っております。当時は1ドル約300円でした。中学生が200ド

ルのお小遣いを持っていきました。でも大金、ほとんど使わず持って帰ってきました。渡航費用は幾らだったので

しょう。その時のことを思うと両親に感謝！感謝！！大村会長のお話を聞いてもう一度アメリカに行きたくなりまし

た。それと共に母の日と父の日が近いので両親に感謝して親孝行しなくては・・・と思いました。  渡邉実帆 記            

     (仮）石巻広域ワイズメンズクラブ設立総会  

   2016年4月2日石巻グランドホテルにて、 

      東日本区全域から15クラブ、67名の参加で開催されました。  

    チャーターメンバーは21名、チャーターナイトは5月28日です。 
祝会の最初はチャーターメンバー・西村富子さんのお琴の演奏（写真は利根

川恵子次期理事のＦＢ記事より頂きました。）西村富子さんは渡邉実帆Ｙ’

sが石巻歌声広場に参加した折、西村さんの仮設住宅でおもてなしを受けま

した。西村さんご自身は3.11の時はたまたま東京

にいらしたそうで、やっとのことで自宅に戻った

ら大変な津波被害だったそうです。唯一残ったお

着物を着ての演奏だそうです。       →           

←２年前石巻を訪問した際、西村さん仮設住宅にて温

かいおもてなしを受けました。（世田谷クラブの皆様と、

一番右が西村さん） 

     ＜３月役員会報告＞    

        3/22（水）18：30沼津YMCAセンター 

 ＊4月・5月卓話者の件 

 ＊御殿場クラブ30周年例会 

 ＊50周年記念例会   

 ＊東日本区大会について 

 ＊次期役員の件  

  2016年ＮＰＯ法人 熱海ＹＭＣＡ総会    

 

 日 時：2016年5月14日（土曜日）13:00～15:00 

 場 所：NPO法人熱海YMCAセンター大会議室 

 第一部：総会 13:00～ 議案  

 1、2015年度事業報告及び決算報告 

 2、2016年度事業計画及び予算案               

 3、その他 

 第二部：14：00～14：40   

     熱海YMCA合唱団  

     「花柚」「鼓勇」発表会        



   富士山部国際・交流事業主査 

  井上暉英（富士クラブ） 
     

久保田富士山部長のもと事業主

査として各事業をこなしてまい

りましたが、満足する結果を出

すことが出来ませんでした。次

期主査の泉ワイズ宜しくお願い

致します。今期より主査の仕事が色々増え、私自

身完全理解せず、気楽な気分で受けてしまったこ

とを反省いたします。各クラブから送られたブリ

テンを月ごとに集計し、前期後期の報告を部書記

に報告せねばなりません。また使用済み切手を各

クラブから集計し、業者に送らねばなりません。

それらのことを理解済みであれば問題はありませ

んでしたが、色々つまずきがありました。深く反

省しております。今期一番気がついたことは以前

は部の事業は無いとの理由で富士山部プロジェク

トをなくしたのですが、今期の理事のもと、部の

仕事が色々増えたことに注意しなければなりませ

ん。それは次期の理事も同じ路線で行うことに

なっています。マラリアのプロジェクト初め各種

の事業に皆さまのご協力に感謝いたします。あり

がとうございました。 

  富士山部 地域奉仕事業主査 

          相磯優子（沼津クラブ）          

２０１５－２０１６年度も残すところあと３か月

弱。地域奉仕事業の担当するCS・ASF・FF の献金

も各クラブ→各部→東日本区と振り込みが完了致し

ました。富士山部の各クラブの皆様には、その意義

を充分にお汲み取り、献金頂きましたことに深く感

謝申し上げます。献金をお願いするには、まずはそ

れらに対する皆様のご理解を深めて頂きたく、FFの

強調月間に、クラブ訪問をし、献金の目的、使途な

どを説明させて頂きました。献金の名前と主旨は言

葉では理解していても、実情はどのようにそれらの

浄財が支出され使われているのかは、誰よりも私自

身が無知であり、地域奉仕事業主査のお役を頂い

て、初めて学び知り得たことです。献金の目標額の

達成もさることながら、その後の使いみちにも皆様

の関心と目が集まることがより大切であると考えま

す。残すところあと３か月弱。地域奉仕事業主査の

任期中に今期の献金の収支が確定しないため、皆様

のもとに説明に伺うことは叶いませんが、直前地域

奉仕事業主査として２０１５－２０１６年度の実績

をお届けするまでがお役目かと存じます。なんだか

解任の挨拶みたいになっていますが・・・・まだ任

期は３か月弱。結びに、東日本区地域奉仕事業委員

会からのお知らせも一つ。 

【CS写真コンテスト】の応募作品を絶賛募集中で

す！各クラブのCS活動の

様子を納めたあなたの

“奇跡の一枚”を待って

います。注）なお各クラ

ブ五枚まで応募可能です

ので、“奇跡の五枚”ま

で大丈夫です。 

         4月25日は「世界マラリアデー」です。 

マラリア根絶の為にRBMの協力をしています。年間58万人がマラリアで亡くなっており、その多くがアフリ

カの子供達です。マラリアは予防・治療が可能な疾患で、抗マラリア薬100円で一人の子供の命を救うことが

出来ます。また800円で殺虫蚊帳が一張り。過去5年間でワイズメンズクラブが全世界で目標としてきた金額

は6300万円で蚊帳65,000張り分になります。        （理事通信第10号 柳澤主任の記事より抜粋） 

          訃報  ”チャータメンバー中野 衛兄” 
 まだ肌寒く、桜の蕾も固い３月２０日、おだやかな先輩中野衛兄は、長い療養生活に別れを告げられて

遠く旅立れました。中野兄は、今から50年前の東山荘改築に携わられ、斉藤記念館、本館、新宿舎、プー

ル体育館等の建築に敏腕をふるわれ、今もなおこれらの建物は引き継がれ、大切に利用されております。 

当時のクラブメンバーは、皆非常に家族的で東山荘を家族キャンプ等で和気藹々と利用し、中野兄には大

変便宜を図っていただきました。中野兄は賢明に務めた東山荘定年を期に、生まれ故郷の茨城県里見村にお帰りな

りました。奥様とお二人で、晴耕雨読の生活を楽しまれていたのですが、ここ数年まえより体調を崩され療養生活

に入っておられました。奥様の献身的な看護が救いでした。残念なのは、この秋にリニューアルされる新しい東山

荘を見ていただけなかった事が悔やまれます。どうぞ安らかに、そしてこれからも昔と変わらず私たち若輩者をご

指導ください。                                     長谷川等 記 

  国際・交流 各種献金報告 

         （3月31日現在暫定・理事通信より） 

 ☆Ｂ  F/1,379,209円 （内使用済み切手24,839円） 

 ☆ＴＯＦ/1,038,480円 

 ☆ＲＢＭ/  671,725円 

 ☆ＹＥＳ/  615,343円 



編集後記：あっという間に春４月、今年度もあと３回の例会を残すのみとなりました。ブリテンを作る事１０回

目、毎回メンバーの皆さんに「記事を書いて下さい」とお願いし、出来るだけメンバー皆が参加型のブリテンを

作るように心がけて、皆さんに記事をたくさん頂いて助けられています。まだまだ駆け出しのブリテン委員です

が、これからも頑張ります！宜しくお願いします。記事も宜しくお願いします！       ブリテン委員                        

    ドライバーのつぶやき⑨     泉 文雄 

 春を感じる時期です。先日３月２７日(日曜日)恒例の陸上自衛隊富士演習場

『野焼』が実施されました。数年前風が強く煙にまかれ数人の犠牲者が出た事が

あり、それ以降野焼実施日が予定されていても、最大限の安全を確認し実施され

ております。中々見る機会が有りませんでしたが、先日偶然にも 雄大な野焼を

見ることが出来ました。富士山を背に 真っ赤な炎に一瞬のうちに黒々とした山

肌。これで今年も大地にも春が来て、豊かな大自然の恵みが芽生えることでしょ

う。  

４月度、胸を脹らませあらたな人生を迎える戦

士。現職でバリバリ活躍している戦士。退職し

ホットしている戦士。いろいろな人生が有りま

すが、人生１回!頑張って楽しいワイズにしま

しょう。 

☆4月役員会 ４月1８日(月） 

         沼津YMCAセンター 

☆５月 例会 ５月 １０日(火）    

       ニューウエルサンピア沼津 

☆５月役員会  ５月1６日（月） 

         沼津YMCAセンター 

 例会は出席第一 欠席の場合は連絡を忘れずに！ 

  

 在 籍 者     20  名  ３月スマイル   ￥  11,000  

 功労 会員        4  名  スマイル累計   ￥ １49，460  

 出 席 者     1１  名  BF 現金  ￥ 40, 000 

 ゲスト・ビジター        0 名 YMCA基金 累計  ￥  0 

 メイキャップ        0 名  出 席 率   68.75％ 

  第19回 東日本区大会『ワイズにひかれ善光寺』 

＊東日本区大会の登録締め切りは4月15日（金）です。クラブでは個人

個人での登録をお願いしておりますが、登録された方は大村会長まで

必ず連絡をお願いします。 

        詳細は大会ウエブサイトをご覧下さい。 

          http://www.kntbc.jp/ys-east19/ 

     東日本区関連 予定 

 5月21日（土）横浜つづきクラブ10周年記念例会  

               （富士山YMCA） 

 5月22日（日）（仮称）多摩新クラブ設立総会 

            （コンティー多摩センター） 

 5月28日（土）（仮称）石巻広域クラブチャーターナイト 

 5月29日（日）御殿場クラブ30周年記念例会（東山荘） 

 ☆東日本区大会 6月4日（土）～6月5日（日） 

３月 

 例会 

 沼津クラブ 予定 


