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会  長    前原 末子 

  副会長  鎌野 泉・堀口 廣司 

書  記    山本 光子 

会  計    稲葉 久仁子 

  監  事    金光 京子  

国際会長主題        私達の未来は、今日より始まる。 

アジア地域会長主題    ワイズ運動を尊重しよう                                 

東日本区理事主題    明日に向かって、今日動こう。   
富士山部部長主題     “富士山のように大きな心で奉仕しよう”   

御殿場クラブ会長主題  思いやりの心で楽しく奉仕 

御殿場クラブ活動方針   1.楽しい例会と卓話の充実 

            1.ＤＢＣを始め、他クラブとの交流 

                                                   1.東山荘を始め、奉仕作業の充実 

            1.更なるメンバーの増強 

他クラブ例会日一覧です。 

例会日程、時間、場所の変更がありますので、例会参加の場合は 

金光ドライバー委員長へ連絡の上、ご出席下さい。 

 

熱海クラブ  1月23日(月) 熱海後楽園ホテル 

沼津クラブ  1月10日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   1月9日(月) 暖香園ボウル 

三島クラブ  1月10日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

下田クラブ  1月18日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 1月25日(水)  

熱海後楽園ﾎﾃﾙ・熱海青少年ｾﾝﾀｰ 

御殿場クラブ 1月10日（火）ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

富士クラブ  1月11日（水)ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 1月24日(火) パテオン 

２０１７年１月度３クラブ合同例会プログラム 

 
時間     2017年1月10日（火）18時30分 

場所     ニューウェルサンピア沼津  

受付   沼津クラブ 

司会   大村貴之Y’s 

 

 

１ 点鐘 ３クラブ会長 

２ 開会の言葉 岡田会長 

３ ワイズソング 一同 

４ ワイズの信条 長谷川Y’s 

６ 会長挨拶 ３クラブ会長 

７ ゲスト・ビジター紹介 渡邉会長 

８ 富士山部部長挨拶 増田 隆部長 

９ 食前感謝 相磯Y’s 

 卓話 
(株)ｴﾌｴﾑ三島・函南

代表取締役杉山様 

１０ 誕生日・結婚記念日祝い 各自 

１１ スマイル・YMCA基金 ３クラブ担当委員会 

１２ 閉会の言葉 前原会長 

１３ 閉会点鐘 ３クラブ会長 

在籍数   25名 メネット  1名 ｽﾏｲﾙ報告  39,000 BF活動切手      0pt 
出席者   24名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計 772,520 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    0名 ゲスト  1名 YMCA基金  4,041 累  計      0pt 

出席率  96％ ビジター  0名 YMCA累計   295,613     
修正出席率   96％ 出席者合計       26名       

１２月例会報告 

１月お誕生日おめでとう 

 ２日 野木 朗江ﾒﾈｯﾄ  ２６日 鈴木 義典ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

 ５日 前原 末子Y’s   ２８日 高杉 満代ﾒﾈｯﾄ  

１７日 神野 裕子Y’s         ３１日 前原 和敏ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

２６日 小野 健二ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

１月ご結婚おめでとう  

自己申告してください。 

第一例会      第二木曜日 PM6:30         第二例会     第四木曜日 PM7:00 

会      場     YMCA東山荘      tel  0550-83-1133       fax  0550-83-1138  

412-0024 静岡県御殿場市東山1052 (公財)日本ＹＭＣＡ同盟国際青少年センター 東山荘  URL http://www.ymcajapan.org/tozanso/ 

 office YMCATOZANSO 1052 Higashiyama Gotemba Japan 412-0024 tel 0550-83-1133 fax 0550-83-1138 e-mail tozanso@ymcajapan.org 

 
 

 

   

                  渡邉 芳子 

 何時だったかテレビ番組で出雲大社に初詣にくる人

は、神前で手を合わせる時４回合わせると話してました。

４回両手を会わせてシアワセを祈ると。 

人並みな幸せでいいからと私も４回合わせるようになりま

した。 

でも、今私は充分幸せだと思っています。 

主人が逝って１０年目になりますが余命宣告を受けた時

一言「俺、好きな事全部やってきたから短いけど太くてい

い人生だったと思っている」そう残して逝きました。 

主人の生きた歳を超え、今私も同じ心境にいます。 

唯一つ、気になっていたのが４人姉妹の次女に生まれ、

嫁いだ姉に代わり、父、母と共に過ごし３年前母を９３歳

で見送った後考えました。自分でなく他の姉妹と暮らして

いたら母はもっと苦労のない人生が送れたかも。もっと楽

な人生を生きたかもと。そんな後悔がずっとありました。 

でも、１２月３１日アメリカに住むすぐ下の妹の言葉で私は

楽になりました。 

「よっこちゃんと暮らしたからお母さんはお母さんらしく生き

たし、長生きできて、ひ孫にも愛されて幸せだったと思う

よ」そう言ってくれました。 

母といつも電話で話していて何でも知っていた妹の言葉

に受話器を持ったまま私は涙があふれました。 

一番遠くにいる妹が一番気にかかっていた私の荷物を背

中から降ろしてくれました。 

流されて生きてきた人生のような気がしていましたが、娘

として、妻として何とか役目が果たせたなら、今までの人

生いい人生だったと思えます。 

一人でなんとか生活できて、友人に恵まれ、仲間に恵ま

れ、大切に思っている人が居たらこれ以上望むことは欲

になります。 

新しい年を穏やかに迎えられた事それだけでも幸せな事

です。 

 今思うこと 

 ～東山荘より～ 

 SBSテレビ様が東山荘森のレストランの取材に来
てくださいました。 東山荘スタッフ光永、遠藤、食
堂長田チーフがレストランや東山荘のことを紹介い
たしました。 

1月6日16：45～の「イブアイしずおか」で放送され
ました。 

１月２０日も同番組で少し放送してくださるかもしれ
ません。ご覧いただける方は是非ご覧下さい。また
森のレストラン営業日ですが、1月は9日を除く土
日は営業することになりました。  

森のレストラン あったかフェアもありますので、お
集まりのご予定は是非ご検討ください。  

スタッフ一同お待ちしております。  

今の気持ちを思いのままに綴りましたが、今年私ら

しく無理せず精いっぱい幸せを積み重ねられたらと

思います。 

  

mailto:tozanso@ymcajapan.org
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～第２回東日本区交流会のご案内～  １２月例会報告 

杉山 真代 
 

 １２月８日(木)前原会長の点鐘で例会が始まりま

した。ワイズソング ワイズの信条に続いて堀口所長

による聖句解説「ところが 彼らがベツレヘムにいる

うちにマリアは月満ちて、初めて子を産み、布にくる

んで飼い葉桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる

場所がなかったからである。（ルカによる福音書２

章）」日本に於ても聖徳太子も飼い葉桶のところで

生まれた。キリストも生まれる場所がなかった。だか

らこそ弱い立場の人にのことがよく解る。今若者で

友達のところを渡り歩いている人が増えている。その

若者たちを、ＹＭＣＡは支援をしているとのお話があ

りました。長田尚弥Y’sの食前感謝は心に沁みる内

容でした。２０１０年ダテナオトの名で施設にランドセ

ルが贈られ、その後毎年日本のあちらこちらで善意

の贈り物が・・・。子どもたちに愛と希望を与えたきっ

かけを作ったその人がリンクの上から子ども達に

エールを送ったと。 

食後の卓話は若林Y’sのご主人若林隆浩様による

「透析医療について」。２１ページに及ぶ解りやすい

立派な資料を全員に配布してくださったので内容は

省略します。 

高橋恵子Y'sのご主人の誕生日で一言、しばらく例

会を休むことが多いかと・・・。報告があり一抹の淋し

さを感じました。 

今年最期の会長による点鐘で閉会となりました。 

 

 

Ｂ Ｆ だ よ り 
 

２０１６年１２月３１日集計分 

押しつまりました。大掃除は終わりました

か？餅つき・蕎麦ぶちはいかがでしたか？メン

バー及びご家族の皆様はいい年でしたか？ 

不要になったものを再生する機能を十分に発

揮して？当クラブではプルリング（プルタブ）

や使用済み切手の収集を心がけています。 

今月は、高杉寿徳ワイズが４５０グラム・ま

た若林久美子ワイズが９００グラムのプルリン

グを持ってきてくださいました。 

ありがとうございました。 

 なお、１２月２８日・小山町の福祉協議会に

プルリング２７００グラムをお届けました。 

手紙が来たら先ず切手を切って・ジュースや

ビールを飲んだら先ずプルリングを・・・合言

葉に収集を！！ 

インフルエンザにはくれぐれもお気を付け下

さい！ 

 第2回東西日本区交流会を2017年2月4日（土）、5日

（日）に新本館が完成した御殿場・日本YMCA同盟国際

青少年センター・東山荘にて開催いたしますが、 

プログラムの詳細および登録要領が以下のとおり決まり

ましたので、ご案内申しあげます。 

1997年7月に日本区が東西に分かれてから20年目の節目

の年に、2005年2月の第1回東西日本区交流会以来、12

年振りに東西ワイズが一堂に会しての交流の場です。  

交流、親睦を中心とした、楽しいプログラムを企画して

います。学び、啓発、情報交換の場や、ヤングメンバー

向けのプログラム、メネット交流プログラムもありま

す。クラブの皆様お誘いあわせの上、ご参加ください。 

DBCの交流を行っていただけるひとときも設けます。

DBC同士でもぜひ呼びかけ合ってご参加ください。 

多くの方のご参加によって素晴らしい出会いの場、旧交

を温める場となることを願っています。 

－記－ 

開催日：2017年2月4日（土）14時開会～2月5日(日)  

              昼食後解散 

会場：日本YMCA同盟国際青少年センター・東山荘 

    （全館貸切） 

大会キャッチフレーズ 

 「語ろう！ 未来につなぐワイズスピリットを！」 

主なプログラム 

＜2月4日（土）＞ 

開会式 

講演：中道基夫氏（日本YMCA同盟理事、神戸クラブ） 

「YMCAのブランディングとワイズ」 

東山荘の歴史について（堀口東山荘所長） 

おやつタイム（「行列のできるラーメン」） 

交流プログラム（選択して参加。） 

LT/LD関連、DBC/IBC関連、エクステンション関連、 

音楽交流、ダンス、東山荘ウォーキング、ヤングメン 

バー交流、雪合戦（屋外スポーツ）、メネットアワー 

夕食懇親会（東西対抗ワイズ合戦、ミュージックタイ 

ム、アピールタイム等） 

フェローシップアワー（全体交流およびDBC毎の交流） 

＜2月5日（日）＞ 

早朝ウォーキング/ジョギング、朝食、日曜礼拝 

講演：山田公平氏（前アジア太平洋YMCA同盟総主事、   

         ワイズ国際事業主任（YMCAリエゾン）、宇都宮  

         クラブ）「ワイズとYMCA、今後への期待」 

東日本大震災・熊本地震レポート、DBC締結式、閉会式 

昼食 

 

登録費 

宿泊者：13,000円、宿泊不要者：8,000円、未就学児童

4,000円 （何れも3食、フェローシップアワー参加費込

み） 

登録受付 

11月14（月）～締切日を 1 月 20 日（金）まで延長いた 

します  （両区合計先着400名） 

登録要領 

添付の登録用紙に原則クラブ単位でご記入いただき、 

以下にFax、メール添付または郵送してください。 

東日本区各クラブ：東日本区事務所 

Fax  ：03-5367-6652 

メール：yseast2010@gmail.com 

住所   ：〒160-0003  

      新宿区本塩町7 日本YMCA同盟会館2階 

西日本区各クラブ：西日本区理事事務局長水元裕二様 

Fax    ：096-325-1251  

メール：mizumped@lime.ocn.ne.jp 

住所   ：〒860-0059 熊本市西区野中3-8-20  

 

堀口 廣司 

  

２０１６年の東山荘感謝会が近隣の皆さんと御殿

場の地域の皆さんを中心に105名の参加者を得

て開催されました。二の岡神社の内海さんの乾杯

に始まり、池谷県議と若林市長のご挨拶をいただ

き開催。ワイズとしては御殿場ワイズ21名と増田

富士山部長も加わり地域奉仕の場として広くワイ

ズダムを知っていただく時ともなりました。オペラ歌

手の清水良一さんと伴奏の松山優香さんのコン

サートも好評で生でオペラを聞くのは初めてだと東

山の方々が清水さんに握手を求めていらっしゃい

ました。 

新本館が出来て初めての感謝会に多くの方がお

越しくださりご披露の会ともなりました。 

 東山荘感謝会 


