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The Y’s Men’s Club of Gotemba  

 第 ３ ７ ２ 号      ５ 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  5月22日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  5月9日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   5月8日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  5月16日(火) ｱﾓｰﾙ･ｴﾃﾙﾉ･ﾘｵ 

下田クラブ  5月17日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 5月24日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 5月25日（木）YMCA東山荘 

富士クラブ  5月10日（水)ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 5月23日(火) パテオン 

２０１７年５月度例会プログラム 

 

時間     2017年5月25日（木）18時30分 

場所     ＹＭＣＡ東山荘  

受付   稲葉Y’s・鈴木Y’s 

司会   杉山 聰子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 入会式 
若林洋平様 

勝俣得男様 

９ 食前感謝 神野裕子Y’s 

１０ 卓話  自己紹介 

１１ 誕生日・結婚記念日祝い 各自 

１２ スマイル・YMCA基金 金光京子Y’s 

１３ 閉会の言葉 司会 

１４ 閉会点鐘 会長 

在籍数   25名 メネット  1名 ｽﾏｲﾙ報告  32,000 BF活動切手      0pt 
出席者   18名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計 873,820 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    2名 ゲスト  1名 YMCA基金  3,155 累  計      0pt 

出席率  64％ ビジター  0名 YMCA累計   309,903     
修正出席率   80％ 出席者合計       20名       

４月例会報告 

５月お誕生日おめでとう 

 ３日  井田 伸太郎Y’s   

 ４日 金光 京子Y’s 

 ９日 田代 初恵ﾒﾈｯﾄ 

１０日 杉山 聰子Y’s    

    

５月ご結婚おめでとう  

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 

 
 

Ｂ Ｆ だ よ り 
 

  ２０１７年４月３０日集計分 

 

周りは水田（みずた）が目立ち春真っ盛り？し

かし朝晩はなかなか冷えますね！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。 

今月はプルリングを稲葉久仁子ワイズが３００

グラム、金光京子ワイズが１９００グラムをそれ

ぞれ届けてくださいました。ありがとうございま

した。 

去る４月２５日にプルリングを１３００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！！ 

  

 わたし自身は既に捕らえたとは思っていません。な

すべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のもの

に全身を向けつつ、神がキリスト・イエスによって上

へ召して、お与えになる賞を得るために、目標を目指

してひたすら走ることです。 

（フィッピの信徒への手紙３章１３節～１４節） 

   桜によせて 

 

            杉山真代 

待ちに待った桜が咲き、早、葉桜となり周りの

青葉若葉と溶けこんできた。 

 自然な色合いが美しい草木染めに「桜染」が

ある。花を使わず樹木の皮を何度も煮出して取

り出した色素液を染め色に用いるという。 

 桜は前年の夏に花芽をつくり、しばらく休眼

する。冬の寒さが訪れると花芽が目覚め、気温

の上昇とともに樹皮でつくられたピンク色の色

素が次第に花芽へと移っていく。この話を聞き

驚いた。茶褐色のゴツゴツした木肌にピンク色

の樹液をたぎらせ出番を待っているのだ。  

 花の美しさばかりに見とれてしまうが、樹木

に花の色をつくる要素が隠されていた。人もま

た、表面的な美しさばかりに気をとられてしま

いがちだが、内面の美しさ、心映えにこそ目を

向けたい。 

 この春、後期高齢者になった私は、この先何

回見ることができるであろうと思いつつ、桜の

花をいとおしく愛でることができたことに感

謝、遅咲きの八重桜の木を仰いだ。 

１０日 稲葉 久仁子Y’s 

１０日 野木 重治Y’s 

１９日 堀口 栄子ﾒﾈｯﾄ 

２９日 高橋 啓子Y’s 

東山荘より 

2017年ＹＭＣＡ東山荘チャリティーゴルフ 

開催のお知らせ 

日程：２０１７年１１月１５日（水） 

今年も富士カントリークラブにて開催致しま

す。 

※詳細は来月のブリテンにて掲載予定です。 

今からご予定を空けていただきますようお願

い申し上げます。 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


フライングディスク競技大会に参加して 

 

                井田 伸太郎 

 標記の第７回競技大会イン郡内にコメットを含め

て９人で参加しました。 

会場は富士吉田のパインズパークです。富士五湖ワ

イズメンズクラブが主催で、先日の例会に大勢が来

てくださって「応援お願いします！」との要望に応

えての参加です。 

薄曇りの肌寒い天候でしたが、競技者ボランティ

ア・スッタフを合わせて200名の大勢でした。参加団

体は9チームで新規参加が3チームでした。ワイズの

仲間もあずさ部長をはじめ多くの方々がお手伝いに

馳せ参じて下さいました。 

開会式では富士吉田市長も代読ではありましたが、

来賓で挨拶されました。 

御殿場ワイズの面々の仕事は各競技の表彰の度に今

後の健闘を称えて「万歳三唱」をメダルプレゼン

ターと共に大声で唱和をすることです 

1回に3回延べ60回以上を大声で「万歳！万歳！」

と… 

競技は的を狙う『アキュラシー』と遠くに飛ばす

『ディタンス』の両部門で争われました。 

競技者はいろいろなハンデキャップを背負いながら

力いっぱい取り組んでいました。多くの方々が励ま

しながらの心温まる大会でした。 

競技のサポートには河口湖町にある健康福祉大学の1

年生10名余がテキパキと行動をしていました。 

閉会式の団体表彰は市長賞の「めばえ」チーム市議

会議長賞は「どんぐり牧場」チームのそれぞれ賞状

と盾が送られました。 

主催の富士五湖ワイズメンズクラブ賞は「わかあ

ゆ」チームが多くの拍手の中で授与されました。 

参加者は前原末子・大和田浩二・鈴木将己・金光京

子・渡邊美子・若林久美子・井田伸太郎と若林コ

メットの美奈子ちゃんと慶治君の9名でした。 

 

 

小野麻利子 

 東山湖畔の満開の桜を愛でながら東山荘へ。 

ほっこりとした気分で、４月第１例会に向かい

ました。高橋啓子Y’sの笑顔いっぱいの司会で

開式前原会長の点鐘で始まりました。 

堀口Y’sより「誰でも聞くのに早く、話すのに

遅く、また怒るのに遅いようにしなさい」の聖

句。聞き上手、話し上手で、穏やかに過ごせた

らと改めて思いました。 

食前感謝は、私事ですが、最近中国へ旅立った

娘家族を思い、日本で安全な食事がいただける

事に改めて感謝しながら、美味しい料理をいた

だきました。 

卓話は神野Y’sのご主人、神野義孝様による

「防災について」。スライドを使いながら噴火

や地震の被害想定をお話いただきました。 

自然災害は、いつ起こるかわかりません。状況

把握の大切さと心構えを教えていただきまし

た。 

その後、杉山將己Y’sより30周年記念椿の植栽

41本（東山湖土地改良区より15本、長田和子

Y’sの寄贈も含めワイズで26本）が3月無事終

了したとの事、お疲れ様でした。 

４月誕生日はゼロ、結婚記念日は高橋Y’sでし

た。 

最後、前原会長の点鐘で閉会となりました。 

 

４月例会報告 

井田 伸太郎 

去る４月２８日に標記の式典にメンバー１

０人・メネット１名計１１名で参加しまし

た。 

４月２８日午前１０時４５分のバスで成田

空港第２ターミナルに、昼食を摂りチェック

インをしてJALの機上に…午後６時離陸、午後

１０時に高雄空港に！台南クラブの方々の出

迎えを受けメンバーの方々とバスで一路台南

プラザホテルに無事到着し宿泊！ 

２９日は午前中台南YMCAが経営している老

人施設を見学しました。施設の１階集会場で

皆はテレサ・テンの歌を合唱していました！

台湾出身の歌手でとても人気があるそうで

す。 

飛び入りで香港とシンガポールのクラブの

方が即席の「京劇」を披露して喝采を浴びて

いました。 

昼食は近くのお店で台南・台中・和歌山・

奈良・御殿場のメンバー方が楽しく、英語・

台湾語・北京語？もちろん日本語が飛び交い

それなりに交流を図りました。 

午後は今回旅行のメインの台南クラブ５０

周年記念式典の開会です。点鐘に引き続きワ

イズソングは台湾語ですが日本から参加のメ

ンバーは日本語で歌っていました。 

IBCの奈良・甲府・御殿場をはじめ大勢のワ

イズメンが集い祝辞等次々に披露されまし

た。外国語ですから何もわからずタイミング

を計って拍手。乾杯で一気に盛り上がりまし

た。記念品贈呈では前原会長・杉山将己富士

山部主査・大和田次期会長・堀口東山荘所長

が次々登壇記念品を贈呈しました。台南クラ

ブの会長がパソコンを駆使して台南市の歴史

などが語られみな席を離れそれぞれに皆様方

と交流を持ち和やかなうちにも点鐘で閉会に

なりました。 

発行されました記念誌には懐かしい御殿場

クラブのメンバーの顔もあり昨年の台北での

国際大会の写真も掲載され。また前原会長の

メッセージもしっかり日本語で載っていまし

た。 

部屋に戻り熟睡？で５月１日の朝６時にお

見送りして５名のメンバーは帰国。 

後の６名は居残り？台北で楽しい２日間を

過ごしました。 

全体でびっくりすることばかりでしたが台

南クラブをはじめ多くのワイズメンの友情を

胸に焼き付け、今後我々もその様に接しよう

と話し合いました。 

参加したメンバーは前原末子・杉山将己・ 

稲葉久仁子・勝又貴恵子・岩田郁代・長田和

子・高橋啓子・堀口廣司・大和田浩二・大和

田節子メネット・井田伸太郎以上１１名でし

た。 

 追加。台湾は車は左ハンドル・右側通行

で、信号の順序も日本と違います…正解は次

回の台南訪問の時に確かめてください。 

台南クラブ５０周年記念式典参加 


