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AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’S MEN’S CLUBS 

The Y’s Men’s Club of Gotemba  

 第 ３ ７ ０ 号      ３ 月 例 会                                                                                                                 

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  3月27日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  3月14日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   3月13日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  3月21日(火) ｱﾓｰﾙ･ｴﾃﾙﾉ･ﾘｵ 

下田クラブ  3月15日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 3月22日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 3月9日（木）YMCA東山荘 

富士クラブ  3月8日（水)ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 3月28日(火) パテオン 

２０１７年３月度例会プログラム 

 
時間     2017年3月9日（木）19時00分 

場所     ＹＭＣＡ東山荘  

受付   稲葉Y’s・鈴木Y’s 

司会   芹澤次子Y’s 

 

 

１ 点鐘 会長 

２ 開会の言葉 司会 

３ ワイズソング 一同 

４ ワイズの信条 司会 

５ 聖句について 堀口Y’s 

６ 会長挨拶 会長 

７ ゲスト・ビジター紹介 会長 

８ 食前感謝 勝又貴恵子Y’s 

９ 音楽会 杉山知宏様 

１０ 誕生日・結婚記念日祝い 各自 

１１ スマイル・YMCA基金 金光京子Y’s 

１２ 閉会の言葉 司会 

１３ 閉会点鐘 会長 

在籍数   25名 メネット  1名 ｽﾏｲﾙ報告  21,000 BF活動切手      0pt 
出席者   18名   コメット  1名 ｽﾏｲﾙ累計 814,820 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    6名 ゲスト  1名 YMCA基金  2,950 累  計      0pt 

出席率  72％ ビジター  1名 YMCA累計   301,953     
修正出席率   96％ 出席者合計       21名       

２月例会報告 

３月お誕生日おめでとう 

１８日 岩田 睦 ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

２１日 山本 保男ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

 

３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 

 
 

 

悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい。 

 

 ローマの信徒への手紙（12.21） 

        春を探して 

 

あるメンバーより   

昔からこの時期になると寒さの中健気に咲く水

仙の花を誇らしく思いました。凛として気高く

ほのかに香り、時に人を寄せ付けない雰囲気も

見せます。 

綺麗に咲き揃った水仙より、人知れず松林の陽

だまりに咲く水仙が好きです。花言葉は自己愛

です。聞こえは良くないんですが自分を愛せな

ければ人をも愛せません。自分を愛して自身を

持ち素直にそのまま隣りにいる人を愛せたら笑

顔になれる気がします。 

 林の中には椿の花も濃い緑の葉の陰に赤い花

びらを見せてくれます。 

昔ほど見かけなくなりましたが、山里には椿ほ

ど似合う花はありません。 

花言葉は控えめな美しさや、控えめな優しさ、

誇り、そして私は常にあなたを愛しますなどが

あります。 

そして足元の落ち葉の下には春を待ちかねて芽

を出したホトケノザの小さな産毛も見られま

す。落ち葉の中は暖かいのでしょうか。 

ちなみに花言葉は調和、輝く心、小さな幸せな

ど素敵な言葉が並びます。 

花も草もそれぞれ役目があり、キチンと芽を出

し、花開き、人に安らぎを与え見つけて貰えな

くても生きていく。厳しい寒さの中でも見つか

る春ってたくさんあります。たまには自分の足

元にある春を見つけに行きましょう。 

野木 重治 

 梅の便りも気になりはじめ、残寒

の中にも春の兆しがかいま見える頃となりまし

た。御殿場クラブも会員が２５人になり７人し

かいなかった時代がうそのようです。 

 私の趣味は新聞を隅から隅まで読むことで

す。夕刊に甲子園を目指していた高校時代に事

故に遭い首から下が動かない完全四肢麻痺を

患った元球児が絶望を乗り越えて来た８年間の

経験をまとめ電子書籍を出版したお話しが出て

いました。事故直後は加害者に対する憎しみや

恨みの気持ちが強かったようですが、命の大切

さや感謝する事の意義を学び家族の献身的な支

えもあり前向きな気持ちを持てるようになり加

害者の苦悩も考えられるようになって和解に至

る事が出来たようです。 

 私も脳出血１回脳梗塞２回患い、身体に障害

が残っていますが、この方と比べると軽い方で

す。人の明日は解かりませんが、今日一日を大

切に生きたいと思います。 

 

 

 

 

 

ＹＭＣＡ東山荘では「ＹＭＣＡのキャンプ」をとおして 東日本大震

災支援活動に取り組んでいます。 御殿場ワイズのみなさんに

豚汁を振る舞っていただき、参加のみなさんも大喜びでした。

ありがとうございました！ 

子どもの心と身体の成長支援ネットワーク 

第13回 ～のんびり遊ぼう～ニコニコキャンプ 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


例会報告 
 第２回東西日本区交流会に参加して 

Ｂ Ｆ だ よ り 

 ２０１７年２月２８日集計分 

春一番が大雨と共に襲来しました！ご家族の皆

様はいかがでしたか？ 

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。 

今月は富士山部国際交流の泉文雄主査（沼津ク

ラブ）が例会訪問され、使用済み切手の収集のお

願いが有り、先月２名と今月新たに高杉・前原・

山本・杉山将巳・若林・岩田・渡邊・長田和子ワ

イズと今までのＢＦ委員会で集めたのも合わせて

協力しました。 

またプルリングは岩田郁代ワイズが４５０グラ

ム届けてくださいました。ありがとうございまし

た。 

去る２月２３日にプルリングを１９００グラム

小山町福祉協議会にお届けしました。 

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！！ 

山本光子 

２月４日、５日東山荘にて開催されました。日本全

国と、台湾から12名の合計３７０名のワイズメンズ

が一堂に会し、にぎやかに本館講堂にて開催され

ました。私たち御殿場Y’sも２０名参加、黄緑色の

ジャンバーで出迎えました。 

第一部 

 講堂「ワイズメンズクラブってなに？」から始まりま

した。ワイズメンズクラブの特徴はYMCAの中で生

まれYMCAの活動を支えることを、大きな目標の一

つにしていることです。互いに認め合い、高め合う、

「ポジティブネット」のある豊かな社会を創る。したい

何かが見つかり、誰かとつながる、私がよくなる、か

けがえのない場所、頻繁に出会って協力し合う機

会を多く設け、互恵的社会を経験する。 

プロジェクターから映し出される画面の言葉を書い

てみました。ネガティブではなく、ポジティブに生き

よ、そしてYMCAに協力する事、何かができるのか

分かりませんが頑張ってみようと思いました。 

 次に東山荘の堀口所長より、東山荘が学生ＹＭＣ

Ａの夏季学校開設から１００年のあゆみを紹介、そ

して、新たに完成した新本館をお披露目しました。

又良いことは続き、建物と自然の景観が見事に調

和している点が評価され、静岡県景観賞優秀賞を

頂きました。新館に大きな花を添えました。本当に

おめでとうございます。 

第四部 

トーク「雲の上の支配人 ３８年」富士五湖クラブ望

月副会長 

 DBCを組んでいる奈良、東海、御殿場の３クラブ

一緒に海抜３４００メートルの世界へ。スクリーンに

映し出される、ご来光、雲海、天の川、吊るし雲、夜

景、夏の雪景色、など素晴らしく、皆で雲上人となり

楽しませて頂きました。 

望月Y’sは、大病を患われたとか。でも今日はとて

も元気なご様子、生命力の強いお方とお見受け致

しました。２４時間眠らない夏山での室の様子や、

世界遺産となった富士山の事を生き生きと語る雲

の上の支配人望月さんは、とても印象的でした。 

実行委員長の田中さんからは、鳩サブレとワイン

を、堀口所長からは、お酒を差し入れして頂き楽し

い夜は、更けていきました。 

２月５日 

 奨励「私たちは神の作品」～モナリザのほほえみ

に学ぶ～と題しお話しされました。 

 私には初めての日曜礼拝。人は大人になるとあ

まり笑わなくなるそうです。中には、１日一回も笑わ

ない人もいる。それに反し２，３か月の赤ちゃんは、

日に４００回以上笑うそうです。現代社会において

科学技術が発達し、世の中が益々複雑化すると病

む人やストレスを感じる人もいるかもしれません。

でも今便利な生活はとても素晴らしい事です。 

又、反対に小さい頃の様に、いろりを囲み家族皆

で、じゃがいもや里芋、サツマイモなど串に刺して

焼いたりして、食べ物も便利な物も少なかった、あ

の牧歌的な生活も又楽しく居心地の良かった事

を思い出します。 

 人の幸せは、物質的な物や化学では、解決で

きないものがあります。そんな時、宗教や芸術

（音楽・絵画・演劇・その他）が心を癒してくるのか

もしれません。どんな時代が来ようとも心穏やか

に凛として“えみ”を忘れずに“あのモナリザのよ

うに”。 

野木重治 
  

２月の例会は雪の降る中行われました。自宅付近

（湯沢）は雪がちらちら舞う程度でしたが、東山荘に

着いたら、２、３cmの積雪でびっくり！！ 

 前原会長の点鐘により始まりました。杉山將巳さ

んのユーモアあふれる司会でみなさん和やかな雰

囲気の中会が進行されました。杉山千代子ワイズ

の食前感謝で食事、今日はタイムオブファーストで

「ハヤシライス」でした。とてもおいしかったです。 

会員ショートスピーチではみなさん、それぞれ一人

一人が卓話者になり今、想う事、これからの抱負等

を発表されました。 

国際交流事業主査 沼津クラブの泉文雄ワイズよ

り切手のお話を聞き、持ちよっていただいた切手を

たくしました。 

前原会長の開会の点鐘で閉会となりました。 


