
  事務局 〒410-0022沼津市大岡下石田１４28－１ 沼津YMCA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 Joan Wilson （カナダ） “ Our Future Begins Today.「私たちの未来は、今日より始まる」  

アジア会長 主題 Tung Ming Hsiao （台湾）“Respect Y’s Movement”「ワイズ運動を尊重しよう」  

東日本区理事主題   利根川 恵子（川越）  “For the Future, Act Today!”「明日に向かって、今日動こう」 

富士山部長 主題   増田 隆 （富士クラブ） 「富士山のように大きな心で奉仕をしよう」 

クラブ会長 主題   渡邉 実帆                  「温故知新 そして躍動」   

 

  ＜沼津・三島・御殿場合同初例会＞ 

       7月１9日(火曜日) 18:30～   

              会場：ブケ東海三島 

     

      ☆ プログラム ☆ 

      司会 三島クラブ渡邉近子Y’s 
 開会   点鐘・・・・・・・・・ ３クラブ会長 

 開会  挨拶・・・・・・・三島クラブ 青木Y’s 

 ワイズソング・・・・・・ 一 同 

 ワイズの信条・・・・・・ 三島クラブ  藤田Y’s 

 会長 挨拶・・・・・・・ 沼津・三島・御殿場会長 

 ゲスト・ビジター・クラブ紹介 

  来賓の挨拶・・・・・・・ ご来賓 

 富士山部部長挨拶・・・・ 増田富士山部部長 

 入会式 三島クラブ ・・ ・・光永 尚生さん 

                杉村 勝巳さん 

  食前 感謝・・・・・・・・・ 御殿場クラブ 

  富士山部各クラブ会長挨拶 

 卓  話 『熊本震災報告」・・光永 尚生さん 

  誕生日・結婚祝い・・・・・・・全   員 

  出席率 スマイル報告・・・・・各担当委員会 

 閉会  挨拶・・・・・・・・沼津クラブ長谷川Y’s 

 閉会 点鐘・・・・・・・・・・３クラブ会長 

2016年 7月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

                    

         

          今月の聖句 

  

あなたがたは地の塩である。だ

が、塩に塩気がなくなれば、その

塩は何によって塩味が付けられ

よう。もはや、何の役にも立た

ず、外に投げ捨てられ、人々に

踏みつけられるだけである。 

 あなたがたは世の光である。山

の上にある町は、隠れることができない。また、とも

し火をともして升の下に置く者はいない。燭台の上

に置く。そうすれば、家の中のものすべてを照らすの

である。そのように、あなたがたの光を人々の前に

輝かしなさい。人々があなたがたの立派な行いを見

て、あなたがたの天の父をあがめるようになるため

である。   

      マタイによる福音書 ５章１３節～１６節 

             JULY  
          HAPPY          BIRTHDAY 

          7月18日 菅沼秀太さん 

                                                                 （菅沼道子Y‘ｓ） 

         HAPPY      WEDDING        ANNIVERSARY 

                                                                                   該当者なし 



  設立50周年、飛躍の年に！  東日本区理事 利根川恵子 

 2016-2017年度の始めにあたり、東日本区理事としてごあいさつを申し上げます。   

 沼津クラブのみなさまとは、東日本区国際・交流事業主任として京都トップスクラブとの

DBC締結式に参加させていただいたり、インドのハイデラバードクラブとの国際交流の一端を

ご一緒に担わせていただいたり、渡邉実帆会長には、主任・主査の関係で国際・交流事業

にご尽力いただいたり、さらにはメネット委員長を相磯優子ワイズに引き継いでいただいたり、と大変ご縁があり、勝手ながら私

にとりましては、とても身近なクラブと感じております。おりしも今年度は貴クラブ設立50周年という記念すべき年を迎えられ、み

なさまも心を新たにクラブライフや奉仕活動にご参加のことと拝察いたします。渡邉会長のもと、この記念すべき年に沼津クラ

ブが新たな飛躍を遂げられることを切に祈念いたします。 

 さて、東日本区に目を向けますと、会員数の減少、高齢化、財政のひっ迫などの課題を抱えております。これらの課題を解

決するためには、とにかく動く、動かなければ何も始まらないという気持ちから、理事の主題を「明日に向かって、今日動こう」、

スローガンは「手を取り合って、今、行動！」としました。どうか、沼津クラブのみなさまにも、この課題の解決に向け、さらなる会

員増強、部の強化・活性化、YMCAとの協働の強化、スリムな区（部やクラブも含む）の運営にまい進していただき、東日本

区の発展のためにお力添えくださいますようお願い申し上げます。 今年度は東日本区設立20周年となり、東西ワイズ交流

会、記念誌の発行等記念行事も計画されております。沼津クラブの50周年に併せて、区の記念行事にも積極的にご参加

いただきますようお願いいたします。 

    「温故知新 そして躍動」     第50代会長 渡邉実帆 

２度目の会長を務めます。昨年度は副会長、そして広報、ブリテン担当として活動してまいりました。一

昨年富士山部の国際・交流主査を経験させていただき、視野が広がった気がします。沼津クラブは今期

５０周年となります。チャーターメンバーの中田成ワイズがご健在でいまだ在籍され、メネットの清子さんも

現在はメンバーとして在籍されており、本当に歴史と伝統を実感しております。私自身はワイズ歴十数年

の若輩者ですので、まだまだ諸先輩方のお力を借りなくてはなりません。 

事業の見直し、未来の為の新しい事業など、５０周年にふさわしい年になるよう一年頑張ってまいりま

す。原点に立ち返り、「青少年のためにYMCAに尽くす」「ワイズは参加することに意義がある」そして利根川理事もおっしゃって

いるように動かなければ何も始まらない！私にできること・・動く、動く、今年度も動き廻ります！どうぞ宜しくお願い致します。  

             ６月例会報告        ニューウェルサンピア沼津 

 例年は、仮総会を兼ねることが多く、かなり実務的な例会となることが多い６月最終例会ですが、今期の最終例会は、Ｄ

ＢＣ先である京都トップスクラブから河原会長以下６名のビジターを迎え、卓話者は東京サンライズクラブより小山久恵ワイ

ズ、その他に御殿場クラブ、熱海クラブからのビジターも交えて例年にない賑やかで大きな例会となりました。 

 京都トップスクラブの石飛交流委員長から「沼津の６月例会に行きたい」と連絡を受け、それでは、という事で、急遽歓迎

の例会を企画！京都の皆さんは前日より沼津に来訪され、例会当日の日中には沼津メンバーとゴルフも楽しんでいただくこ

とができ、更に、この例会終了後にはアフターでの交流もできました。遠方よりお越しいただき、ありがとうございました。 

 卓話はＢＦ代表でオーストラリアを訪問された東京サンライズクラブの小山さんのお話、本当に快く沼津への遠征をお引き

受けいただきました。広大なオーストラリアの南東部（シドニーからメルボルン、キャンベラといった主要都市圏）に点在する多

様なスタイルのワイズメンズクラブを車でハシゴして回る、大変な旅行談でした。お話の内容や、出会った方々との交流の様

子は、とても楽しく目新しいものでしたが、都市間の1000Kmを越す移動が全て自動車だったとのことで、まるで大学生の若者

のようなバイタリティー溢れる冒険旅行のように感じ、小山さんの活力に圧倒

される１時間の卓話でした。ワイズも「所（国が）変わればスタイルも様々」と

いうことを実感させられるお話でしたし、何よりも、この今期最後の例会が５０周

年となる次期に向けて弾みとなる内容になり、良かったと思います。これからい

よいよ、５０周年目となる渡邉実帆会長期になります。この１年間のご協力に

感謝するとともに、少数精鋭で迎える新しい年度ですが、しっかりと役割を果

たしていこう、という気持ちを新たにすることができた、楽しい例会でした。                      

            報告 大村貴之(直前会長&書記） 



 副会長＆IBC・DBC委員長  長谷川 等 

  ＜60代最後の年＞ 

 団塊の世代も最後の60代を

迎えることになりました。どこまでク

ラブの活動に参加出来るか、

毎年不安が多く、メンバーの迷

惑にならないようにと心がけてお

ります。来年2月には、クラブ創

立50年を迎えます。個人的にも、YMCA、ワイズメンズクラブ

に関わって50年（1966年～）が過ぎました。どこまで続けられ

るか不安ですが、今年もよろしくお願いいたします。 

 会計＆直前会長 大村 貴之 

 前期に２回目の会長を務めさせて

いただきましたが、働きは不十分なことが

多かったかな、と感じています。１年間の

クラブ運営の中で、一人一人のメン

バーに出来ることを分かち合っていただ

き、どうにか渡邉実帆会長に受け継ぐ

ことができたというのが実感です。今期は会計を務めます。

色々と課題の多かった前期ですが、クラブのお財布だけ

はしっかりと作り直したつもり。それも、今期の５０周年でしっ

かりと記念事業を実行し、記念例会を開催するための下

ごしらえになればこそ、意味があるというものです。会長を

支えて、諸先輩メンバーと沢山お話をして、節目の年度

を堅実に過ごせるよう、がんばります。 

それと、忘れてはいけない、沼津で開催する第２１回東日

本区大会！！自分なりに強い思いを持って決意したこと

を、沼津クラブに入会して１０年という節目を迎える中、全

力で取り組みます！「充実の１年」になりますように。 

 DBCクラブ会長よりメッセージ 

   京都トップスクラブ会長  河合 博之 

 沼津クラブの皆様、第23期京都トッ

プスクラブの会長を拝命致しました河合

博之でございます。昨年4月に弊クラブ

の20周年記念例会では遠路より大勢の

方がお越しいただきまして御礼申し上げま

す。 

 今期は貴クラブ50周年誠におめでと

うございます。貴クラブ50周年記念例会

を弊クラブの第二例会にさせていただいておりますので、多く

のメンバーで貴クラブ50周年のお祝いに訪問させていただ

きたいと思います。また、貴クラブとはクラブ公式交流もさるこ

とながら、個々のメンバー同士が、沼津の友人、京都の友

人というようなクラブの垣根を超えた関係性構築が出来れ

ば良いと考えております。どうぞ、京都トップスクラブをよろしく

お願い申し上げます。 

   彦根クラブ会長  林 宏一（ヒロ林） 

 沼津ワイズメンズクラブの皆様、「大

変」ご無沙汰をしております。貴クラブが

創立50周年の節目をお迎えになる2016

～2017年度に、彦根ワイズメンズクラブ

の会長を仰せつかりました林宏一（はや

しひろかず）です。ごあいさつの１行目に

「大 変」ご 無 沙 汰 と 大 変 に 括 弧

（「 と 」）を付けたのには意味がござい

ます。私は、20年前に開催された貴クラブの創立30周年

記念式典に参加をしております。（記念式典の集合写真を

ご確認いただければ、最後列の右から2人目がわたしです。

多分･･･）ワイズメンズクラブに入会したのは20年前です

が、今回初めて会長を務めます。家庭の都合で入会2年

目から例会に出席しなくなり、ずっと幽霊会員でおりました。2

年程前から例会に出席し、活動を再開しました。 

私の会長主題は「奉仕、交流、親睦」で、副題は「あた

りまえをよろこぶ」です。実は、あたりまえは「あたりまえ」じゃない

ですよね。よろしくお願い申し上げます。 

       

 書記 相磯 優子 

 今年は５０周年という節

目の年度。来年度は区大

会のホスト。女の道は一本

道！邁進してまいります！ク

ラブ全員一丸となって、頑

張りましょう！ （東日本区メネット委員長）      

BF委員長    山野 弘 

 私も古希を過ぎ、今も会社勤めが出来て、クラブに出かける楽しみ、部会や奉仕活動に出席して

社会の空気を吸って、自分の負担にならない様に努力して、仲間に慕われて義務を果たし、時には助

言を頂く・・・そんなワイズメンに私はなりたい。今年度も御協力宜しくお願い致します。渡邉実帆会長、相

磯優子書記、菅沼道子副会計、女性三本柱で５０周年記念例会成功を祈り、頑張りましょう。 

 クラブメンバー メッセージ 



ドライバーのつぶやき（1）    

               泉 文雄 

 新年度が始まりました。今期も

宜しくお願い致します。６月１４日ク

ラブ例会に京都の仲間５名が出

席、昼間ゴルフをお誘いしたところ、

３名の方がOK、ならばミニコンペと

思い他クラブの方に連絡したところ、熱海・御殿場両クラブより出席、１１名

の小さな小さなコンペを開催、梅雨の谷間素晴らしいゴルフコンペができ、

楽しいひと時が過ごせた事、感謝いたします。ゴルフに参加された仲間全員

が例会に出席、いつもと違い素晴らしい例会ができた事にも感謝致します。

次回は９月ごろにコンペをしたいなって思っています、早めに計画を立てます

ので、そろって参加お願い致します。 

 ２０１５－２０１６年度 東日本区表彰  

   ☆地域奉仕事業表彰 

    CS献金 達成賞 

    ASF献金 達成賞 

   ☆国際・交流事業表彰 

    BF献金 達成賞 

   BF使用済み切手収集協力賞 

    TOF献金 達成賞 

    RBM献金 達成賞 

    YES献金 達成賞 

 在 籍 者  20  名    スマイル ￥  ３２，０００ 

 出 席 者   11   名  スマイル累計 ￥ ２０８，460 

 ゲスト・ビジター  10   名    BF現金 ￥  40，０００ 

  メイキャップ   0   名   YMCA基金 ￥    ０ 

 功労 会員    ４   名  出 席 率     69％ 

編集後記：新しい年度が始まりました。今年は50周年、希望にあふれて！といいたいところですが、最初から色々な躓き

が・・・。これもまた人生～～♪ 人生いろいろ♪ ボランティアですから嫌々やるのではないはず。でも団体ですから自分の

思い通りにも行かない現実。毎日勉強ですね。紙面の関係で今回載せられなかったメンバーのメッセージは順次載せていきま

す。宜しくお願い致します。 

  沼津ワイズメンズクラブ ホームページご案内   http://numazu-ys.jp      ブリテン・広報担当委員 

     連絡＆報告事項 

＊第１回富士山部役員会・評議会開催 

 7月17日(日） 於：富士ロゼシアター 

      出席者：泉、渡邉実、大村、相磯、長谷川 

＊５０周年記念例会の件 

＊第２１回東日本区大会の件（2018年6/2～6/3） 

＊文献組織検討委員会 於：日本YMCA同盟会館 

   7月15日(金） 出席：相磯 

＊東京西クラブ40周年例会・祝会  

   7月16日(土) 出席者：渡邉実帆・長谷川         

☆8月役員会 8月29日（月）沼津YMCAセンター   

        8月納涼例会のお知らせ （日にち変更） 

  恒例の納涼例会は会場の都合で12日(金)に変更になります。     

  ☆8月12日(金)18：30～ ニューウエルサンピア沼津 ガーデン 

  変更になっているので間違えないようにお願い致します。 

 ☆東京西クラブ40周年記念例会 元ラガーマン

の今泉清さんの講演はとても楽しく興味深いお

話でした。 

←7/17富士山部役員会・評議会 

http://numazu-ys.jp

