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      ＜５月 例会＞ 

    5月１0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 泉 Y’s 
 開会   点鐘・・・・・・・・・ 大村 会長 

 開会の言葉・・・・・・・・・・渡邉実帆Ａ副会長 

 信条＆ワイズソング・・・・・・相磯 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・・・・・・・・・・小林 Y’s 

 卓  話 ・・・・・・・・・・杉村 勝巳氏       

 出席率 スマイル報告・・・・・担当委員会 

 閉会の言葉・・・・・・・・・・長谷川等Ｂ副会長 

 閉会 点鐘・・・・・・・・・・大村 会長 

2016年 5月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

Happy Birthday 

  9日   菅沼 道子 Ｙ‘ｓ  

 23日 後藤 譲治 Ｙ‘ｓ  

   Happy  Wedding Anniversary  

 5 日 大山 晴康  Y’s 

  ９ 日 相磯 優子  Y’s 

  11日  稲田 精治  Y’s 

                    ～今月の聖句～ 

「種をまく人が種まきに出て行った。ある種は道端に落ち、鳥が来

て食べてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれをふさ

いでしまった。ところが他の種は良い地に落ち、あるものは百倍、

あるものは六十倍、あるものは三十倍にもなった。耳のあるものは

聞きなさい」        マタイによる福音書 1３章 ３～9節     

 卓話者紹介: 杉村勝巳氏（茶号：杉村宗明） 

     「茶道を通じた出会い」 

社会福祉法人静岡恵明学園児童養護施設  

静岡恵明学園児童部児童指導員  

杉崎商店にほど近い「恵明学園」で児童指導員を務め

るかたわら、三島・沼津各所にて「移動茶会」を催

し、茶道を多くの方に紹介する活動を続けている。 



                       ＜４月例会報告＞ 

 ４月１２日（火）４月例会では、望星第一クリニック事業部長の若林隆浩さんを卓話者

にお招きしました。例会場はいつものニューウェルサンピア沼津。若林さんの他にゲ

ストとして三島恵明学園の杉村勝巳さん（５月卓話者）にも参加いただいた他、ビジ

ターで熱海クラブの越村Y'sと御殿場クラブの若林Y'sにも起こしいただき、楽しいひと

時を過ごすことができました。卓話者の若林さんは、御殿

場クラブ若林Y'sのご主人という縁で、卓話をしていただ

くことになりました。 

 今回のお題は「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」というこ

とでした。静岡県全体で、腎臓の人工透析治療を受けている方の人数が１万人にも

なることや、望星第一クリニックさんのグループ医療施設だけで、県東部地域の人工

透析の５０％を担っていること、一度人工透析治療を受けることになると、治療を止め

ることができないこと（血液を浄化しないと１週間で死に至ってしまう）などなど、腎臓

機能を損なうことの大変さをあらためて知ることができました。また、人工透析には膨

大な量の水が必要とのことで、具体的には患者さん一人１回の透析治療に200リット

ルの水を使うそうです。透析治療は一人あたり週３回（１回４時間）という大変負担の大

きい過酷な反復治療になりますが、特に、災害時への備えが最も懸念されるところで

病院には巨大な水槽・水源としての井戸等を備えているそうです。望星第一クリニック

の場合、１日の透析治療に使用する水の量は、３０トン（！）にも

なるとのこと。大変な量を毎日使っていることに、とても驚きまし

た。実際に、東日本震災では、水不足と電源不足により治療が滞った透析患者さんの多くが

避難先で命を失うことになってしまったとのこと。健常者のことだけを考えているのでは、大災

害に対する備えにならないという当然のことに気付かされました。また、健康管理の大切さも

実感する卓話で「腎臓病や腎不全を併発する糖尿病への備え（予防）に注意するように」とい

うお話に、聴き手一同、真剣にうなづいていました。今回は、大病院の運営を統括している方

ならではの、内容の濃いお話を聴くことができ、勉強になりました。 

若林様、ありがとうございました！                            報告：大村                                                                               

     ＜４月役員会報告＞    

     ４/１８（月）18：30沼津YMCAセンター 

☆御殿場クラブ30周年例会 ・・・8名登録 

☆5/22（土）富士山部 役員会・評議会  

        次期役員研修 場所：富士ロゼシアター 

出席予定者：大村会長（兼次期会計）・渡邉実帆次期会長  

        相磯次期書記 ・ 泉次期富士山部国際交流主査 

☆熱海ＹＭＣＡ総会（5/14）  長谷川・稲田 

☆東日本区大会エントリー確認  

☆50周年記念例会  ☆その他連絡事項   

☆今後の例会予定  ＤＢＣクラブとの交流その他 

｛次期富士山部予定｝  

       2016/7/17 第1回役員会       

       2016/9/25 第38回 富士山部会   

       2017/1/15 第2回 役員会 

       2017/5/21  第3回 役員会 

 ４月１４日に発生した熊本地方

を震源とする地震で被災された多

くの皆様に、心よりお見舞い申し

上げます。熊本ＹＭＣＡ施設も多

大な被害を受け、またＹＭＣＡ職

員も懸命に支援活動を行っていま

す。私たちも応援しましょう！ 

  沼津クラブのＷＥＢサイトが復活しました。 

   http://ｗｗｗ.numazu-ys.jp 

また、過去のブリテンは東日本区ホームページ⇒ 

Bulletin⇒沼津クラブで見る事ができます。  

 訃報：勝木吉夫Y’s（熱海グローリークラブ） 

 4月17日いつもにこにこと写真を撮ってくだ

さり、いつもさりげなく写真を下さった勝木

ワイズ、富士山部内、また沼津クラブでもおなじみ

でした。お礼の言葉を言う間もなく天国に旅立たれ

てしまいました。勝木さんに頂いた写真を見るたび

に思い出します。天国でも笑顔で写真いっぱい撮っ

てくださいね。ありがとうございました。 



   『ユース事業主査を受けて』  鍋田市朗（富士宮クラブ） 
 久保田部長の最初の第三回部会の時『ユース事業主査を受ける人がダメに

成っちゃった、鍋さんやって』会議中の話である。｢あいよ｣とは言ったもの

の、富士山部にはあまり馴染みの無い事業「どうしようか」当年度の陣内主

査が『ユースのお金を富士クラブだけ納めて、云々』 変だなと思い、富士

宮クラブの納入状況を調べてみると、19年間全て納入済（決算書より）、何

かの勘違いだなとやり過ごすが、少しユースの事も勉強しておかないと・・

と、山中湖で行なわれる第28回YMCAに石川ワイズと参加。 東日本各地の

YMCAでリーダーをして2～3年の若者34名程参加し実施。若者は物怖じする事無く、実に生き生きと活動

している所を見ると、富士山部だけ参加していない事にチョット。（単にYMCAが無いからだけかな。広

い富士山部の中に一人や二人参加できそうな若者はいないのかな。そんな若者を探したこと在ったか

な）と思う。YVLFにどのクラブも支援しているのだから、意識はあるはずだ。 部内で勉強会をと思っ

たが、部長が｢よせ！｣と言うのでやめる。が、せめてクラブ内でユースに対する考えをまとめて欲しい

と思い・・・。＊若者をどうしたら送り込めるかとか、＊部は単に支援のみで良いのかとか、＊今は無

償で使用させて頂いている熱海YMCAはどうなんだろう、有償に成ったら、返還しなければならなく成っ

たらとか、問題は沢山在るけどクラブ内の考えをまとめておいて欲しい。毎年考えが変わっても良い。

その時々の問題を提案し、話し合っておく必要が在るのではと思い、第一回目のアンケートを各クラブ

にお願いしました。10年20年と各クラブの思考推移を作れたらと・・・・。  

  ＜富士山ＹＭＣＡ第9回大感謝祭＞ 
５月８日（日）朝霧富士山ＹＭＣＡグローバル・

エコ・ヴィレッジで第９回大感謝祭が行われまし

た。横浜ＹＭＣＡが富士山ＹＭＣＡを設立して10

年、毎年この時期に開催されるイベントで、富士

山ＹＭＣＡの施設を地元の方々に開放し、ＹＭＣ

Ａを知っていただくイベントです。プログラムは

体験コーナー、飲食コーナー、和太鼓、チアダン

ス、みんなで歌うキャンプソング、ビンゴゲーム

等と盛りだくさんのイベントでした。 

 子ども達は、草原会場でのポニー乗馬、マウン

テンボード、スケートボードに飛び回っておりま

した。自然でのふれあいコーナーでは、ヤギさん

が放し飼いにされて、こちらも子ども達に大人気

でした。富士クラブ、富士宮クラブもヤキソバ、

綿菓子コーナーを担当さ

れ、皆さん汗だくで活躍

されておりました。    

    

     報告：長谷川 

 

             
                 

＜ 御 殿 場 ク ラ ブ 例 会 訪 問 ＞            
４月１４日、地元に住んで居て近くて遠い御殿場ク

ラブに行ってきました。５月２９日の３０周年記念

例会に出席できない為、一足に記念例会登録・スマ

イルを済ませ着席。（設立担当者としてのメンツ保

たれたかな？）御殿場クラブ立ち上げ時、当時在籍

していた三島クラブの原ワイズと夜な夜な御殿場を

訪問し、立ち上げた記憶が懐かしく思い出されま

す。沼津クラブの崎山ワイズが地元と言う事で移

籍、私にも声を掛けられたのですが、直ぐに会長と

言う事が目に見えていたので、とぼけて移籍せず沼

津にとどまった経緯等あり、御殿場クラブには沢山

の思い出のあるクラブです。４月の卓話は沖縄伝統

空手（剛柔流）世界遠征日記でした。卓話者の佐藤

哲治氏は御殿場市役所に勤務しているそうです。

（御殿場地区は空手が大変盛んです）空手はかって

の琉球王国（沖縄）で生まれた武術だそうです。佐

藤氏の師匠である九場良男師範十段とインドへの一

週間の空手指導の話をお聞き致しました。とても楽

しく勉強になる卓話、しっかりと聞かせて頂きまし

た。例会場から家まで１０分程度。例会が終われば

すぐ自宅、沼津例会場を考えるとなんと楽な所。 

 御殿場クラブの皆さん、３０周年おめでとうござ

います。これからのご活躍楽しみにしています。 

                  報告：泉 

＜三島クラブ例会訪問＞ 4月19日（火）三島クラブ例会に出席しました。

卓話は「足つぼ健康法」 以前沼津クラブの例会、そして

熱海クラブでもご指導いただいた先生方に三島クラブでも

健康法の実践をということで、またまた私も参加させて頂

きました。自分の健康は自分で！足の裏を刺激して健康

に！和気藹々と楽しい例会でした。   報告：渡邉実帆    



編集後記：今は老若男女、ビジネスでもプライベートでもＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービス）などを

使って情報発信の時代。乗り遅れないよう、またボケ防止にパソコン操作、指先を使うのはとてもいいことだそ

うです。以前はピアノ弾くとボケにくい⇒今はＰＣ？ スマホも使い方がよく判らない、でも使ってみようと思

う気持ちが若さを保持。沼津クラブのＨＰはＦａｃｅｂｏｏｋに繋がります。是非こちらもご覧頂き、いいね!

お願い致します。   『沼津ワイズメンズクラブ』 ⇒http://www.numazu-ys.jp    ブリテン・広報委員                        

            ドライバーのつぶやき⑩    泉 文雄 

 ４月に入ると、各地で桜の開花予報が流れ始めます。現在お世話になっている会社でも毎年お花見会

が開催されます。今年は４月８日、金曜日ですが休日になり、日本有数の清流柿田川でのバーベ

キュー、何回来ても感動する素晴しい場所です。沼津・三島地区にお住まいの方で行った事の無い方は

ぜひ一度行って見てください。この清流を見ていると、ホッとする時間が取れる場所ですよ。お奨めで

す。もう一つのお奨めスポットは小田原城です。３月に全面改装工事が終わり白亜の天守閣・お堀にラ

イトアップされる桜、これもまた見ごたえのある風景です。今年は終わってしまいましたが、来年は是

非！そして、４月号ブリテンに乗せた富士演習場野焼の黒々した草原。そこには

緑豊かに若芽が出ていました。山菜を取る為、毎週末沢山の人達が草原に入って

いました。それと、、、もうひとつ！私の５月の楽しみ。とあるゴルフ場で見つ

けた筍。場所は、勿論ナイショ。ゴルフそっちのけ？で筍。筍。筍取翁！？ 

 筍の写真が無く（写真を撮る前に腹の中）今回は長泉町のあるお宅の見事な藤の花⇒ 

   在 籍 者    20  名  ４月スマイル   ￥  １６，５００  

 功労 会員     4  名  スマイル累計   ￥ １６５，９６０  

 出 席 者    １２ 名  BF 現金  ￥ ４０，０００ 

 ゲスト・ビジター     4 名 YMCA基金 累計  ￥  0 

 メイキャップ     0 名  出 席 率     75％ 

４月 

例会 

 報告 

  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が５月１６日まで延長されました。 

        

       詳細は大会ウエブサイトをご覧下さい。 

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

     その他今後の予定 

 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）東京多摩みなみクラブ設立総会 

         （7/17チャーターナイト） 

 5月28日（土）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 

 ☆東日本区大会 6月4日（土）～6月5日（日） 

 ☆西日本区大会 6月11日（土）～6月１２日（日） 

☆５月役員会 ５月16日(月） 

         沼津YMCAセンター 

☆6月 例会 6月１4日(火）    

       ニューウエルサンピア沼津 

＊京都トップスクラブより来沼予定です。 

☆6月役員会  6月20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！ 

沼津クラブ 今後の予定 


