
  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“Let us walk iｎ the Light-together”「共に、光の中を歩もう」 

Henry Grindheim(ノルウェー) スローガン “Fellowship across the Borders” 「国境なき友情」 

アジア会長           主 題 “Respect Y’s Movement”「ワイズ運動を尊重しよう」 

Tung Ming Hsiao （台湾）   スローガン 「よりよい世界のために ワイズメンファミリーの絆を深めよう」 

東日本区理事          主 題「広げよう ワイズの仲間」“Extension Membership & Conservation”  

栗本治郎（熱海）            スローガン「楽しくなければワイズじゃない 積極参加で実りある奉仕」  

富士山部長          主 題  「活き活き仲良し富士山倶楽部」 

加藤 博（熱海グローリー）        スローガン「自分を愛するように隣人を愛そう」 

沼津クラブ会長 渡邉実帆    主  題 『意識・努力・協調 その先の未来へ 』 

 

7月 合同例会プログラム 

   7月14日(金)18:30～ 

  場所：東山荘（担当御殿場クラブ） 

 司    会               御殿場クラブ 

 開会 点鐘       ３クラブ会長 

 開会の言葉       御殿場クラブ  

 ワイズ信条＆ソング        

 会長 挨拶        ３クラブ会長  

 ゲストビジター紹介 

 東日本区理事 挨拶   栗本治郎 東日本区理事  

 富士山部長  挨拶    加藤 博 富士山部長 

 入 会 式           沼津クラブ 綾部弘幸さん 

 食前の感謝           三島クラブ       

 卓   話       御殿場警察署 清水係長様 

 誕生日&結婚祝い 

 出席率＆スマイル/各委員会 報告    

 閉会の言葉          沼津クラブ  

 閉会 点鐘     ３クラブ会長 

 

2017年 7月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

 今月の聖句             

  心の清い人たちは 

  幸いである。      

     その人たちは神を見る。 

     マタイによる福音書 ５章８節  

  JULY  Happy Birthday 

       １８日 菅沼秀太さん 

     （道子Y’s ） 

Wedding Anniversary 

 ２５日 綾部弘幸Y’s  

  2017～2018 クラブ役員 

 会長 渡邉 実帆 

 書記 長谷川 等   副書記 大山 晴康 

 会計 大村 貴之   副会計 小林 隆 

 A副会長：泉 文雄 B副会長：菅沼 道子  

一年間宜しくお願い致します。 



区 大 会 ホ ス ト に 感 謝！                

東日本区理事  栗本治郎 

一昨年、理事就任の件を返事した

後、サー大変だ！自分に務めること

ができるのか！そして何より、区大会

はどうする？まず、５００～６００名を収

容できる施設は何処に・・・２００４年の第７回東日本区

大会の時に使用した、熱海ニュー富士屋ホテルは既

に代替わり、観光会館は現在取り壊されたまま、富士

山部内のどこかのクラブにお願いしようかと考え始め・・・

ふと沼津クラブが浮かんだ時、以心伝心とはこの事

か！ 沼津クラブが区大会ホストを検討していると聞

き、あまりのタイミングの良さにビックリ！沼津は、交通の

便が良く、会場になるプラサヴェルデは駅のそばで最

高の条件！沼津クラブは、会員こそ少ないが、アクティ

ブでワイズに熱心な会員が多いクラブです。そして何よ

り、富士山部には多くの仲間がいます。「富士山のように

高く」というスローガンに負けないような志の高い、良い

大会にしましょう！！ 

       富士山部 第１回 役員会・評議会  

 ２０１７年７月１日 熱海YMCAセンター （出席者･渡邉･泉･長谷川） 

今年度の最初の富士山部役員会評議会が開催されました。１３:３０からの役員会

においては、東日本区代議員会で承認された議案と報告がなされました。東日本

区の報告においては、次回のアジア大会は仙台で開催の案があるということでし

た。また前回出されていた議案については、部則委員会において審議するということで承認されました。１

４:３０からの評議会では部主査と各クラブ会長より今年度の活動方針案が出され、承認されました。 

第40回富士山部会・親睦会    2017年9月24日（日）KKRホテル熱海 ホスト:熱海グローリークラブ 

第２回富士山部 役員会・評議会 2018年1月14日（日）熱海YMCAセンター 

第３回富士山部 役員会・評議会 2018年5月13日（日）ホスト：沼津クラブ 

  予定周年行事 三島クラブ ４０周年 2017年12月２日（土） 

         富士クラブ ３０周年 2018年３月24日（土） 

     ご挨拶   

       第５１代会長 渡邉実帆 

留年しました！今期もまたどうぞ宜しくお願い致します。

昨年はクラブ創立50周年ということで、その行事に向

かってメンバーがひとつになって、終えることが出来まし

た。今期は第21回東日本区大会というこれまた大きな

大きな行事が！！こんな小さなクラブが出来るのか不

安ではありますが、ひとりひとりの思いは様々でしょう。で

も逃げていては始まらない。当たって砕けろ！の気持ち

です。まぁ私の人生いつもこんな感じです。会長職、他の

クラブを見ましても、継続の会長さんがちらほら。でも「1

年」でやりきれなかった事が沢山あるので、「2年」って

ちょうどいいかなと。同じやるなら楽しま

せていただきます。『富士山のように高

く！』目標に向かってその先へ進みま

す！クラブメンバーはもちろんのこと、

富士山部の各クラブの皆様、どうぞ心

より宜しくお願い申し上げます。 

東日本区大会の主役たれ！ 富士山部長 加藤 博（熱海グローリークラブ） 

渡邉実帆会長はじめ、沼津クラブの皆様、栗本理事年度の出発、おめでとうございます。今期の富士山

部のテーマは「愛」と「熟議」です。今期理事の掲げるＥＭＣ、その中でもＭＣ、特にドロップの問題は私た

ち自身の問題です。新人発掘は勿論ですが、辞める人を増やすわけにはいきません。土台が重要です。

今期は部会のあり方も、ＥＭＣを念頭に前年度の感謝と新メンバーの歓迎という復興会的な位置づけ

で準備したいと思います。特に普段他クラブ行事に参加しないメンバーを優先して参加して頂きたいと思

います。新メンバーにはクラブからの補助をしてでも参加して頂けたらと思います。内容についてもまだまだ検討したいので、お

知恵を拝借したいと思います。さらに秋には新人対抗ボウリング大会も開催要望が出ています。ぜひ実現致しましょう。沼津

クラブさんは名士揃いです。東日本区大会を主催して下さるということで、本当の主役とも言えますね。富士山部総出で

バックアップ致します。部会も活用して頂けたらと思います。いずれにしても、熟議を重ね大きく飛躍されることを確信していま

す。今期も増すますの愛の発展を期待しております。重ねまして、本年度もよろしくお願い致します。 



 京都ﾄｯﾌﾟｽﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ  

        会長 山下大輔 

 皆様初めまして。京都ﾄｯﾌﾟｽﾜｲｽﾞﾒﾝ

ｽﾞｸﾗﾌﾞ24期会長を務めさせて頂きます

山下大輔です。会長主題と致しまして

Heart to Heart 心と心で繋げようﾄｯ

ﾌﾟｽの輪！皆様とも心と心でのお付き合

いをさせて頂きたく思っております。昭和50年12月8日生まれ

の若干42歳のまだまだ勉強中の者です。皆様と交流させて

頂き色々な角度で勉強させて頂きたく思っております。 

 沼津ｸﾗﾌﾞさんには50周年記念例会に参加させて頂きま

した！その時は、暖かい歓迎していただき感謝しております。楽

しい懇親会も渡邉会長の歌声も忘れられません(笑)今期

は東日本区大会のﾎｽﾄｸﾗﾌﾞとの事とお聞きしております。

兄弟ｸﾗﾌﾞとしては会を挙げて応援に行かせて貰おうと思っ

ておりますので宜しくお願い致します。東日本区大会ﾎｽﾄｸﾗ

ﾌﾞ大変だと思いますがｸﾗﾌﾞ一丸となれるｲﾍﾞﾝﾄなので頑

張って成功させて頂きたく思います。若輩者の会長ですが今

期もより一層交流を深めてお互い励みになるｸﾗﾌﾞﾗｲﾌを楽

しみたいと思っております！どうぞ宜しくお願い致します。    

                  会計＆第２１回東日本区大会実行委員長      大村貴之 

沼津クラブに入会し、満１０年となりました。１１年目にあたっての今年の目標は、何と言っても東日本区大

会のホスティングに向け、しっかりした働きをすることです。今の自分にどこまでのことが出来るか、本当に大

きな挑戦となりますが、力まずに、皆様にしっかりとご協力をいただけるよう、毎月を大切に過ごして行きま

す。２０１８年６月、沼津でお待ちしています！  

   書記&IBC・DBC委員長      長谷川 等    

 

今期は書記を担当いたします。来年6月の東日本区大会ホスト、渡邉実帆、次期富士山部部長と昨

年同様忙しい年度になりそうです。渡邉部長年度には部書記として、秋ごろから次年度の準備に入りま

す。会員数がが減少している中での、クラブ・部の活動・運営は難しいと思いますが、クラブメンバーの協

力のもと良い活動が出来ればと願っております。よろしくお願い申し上げます。    

  IBC CLUB  The Y's Men's Clubs of Hyderabad   

Dear Hasegawa San, 

Greetings from Hyderabad. I have received your 50 Years 

Special Souvenir - 3 Copies by Courier. It is very beautiful. You gave 

so much information. Thanks for covering my Message in English and 

Janese.  

Looking forward to our visit next year to Numazu, Kawagoe, Tokyo and 

Hikone. Hope everything is fine at your end. We are doing good.  

Please convey my regards to all our friends. Shimano San, Miho San, Tonegawa San, Fujii San and 

all others at Numazu. How is Michiko San?                              Regards, VJ. 

   IBCクラブ   DBCクラブ 

    DBC沼津ワイズメンズクラブの皆様へ 

      ワイズメンズクラブ国際協会西日本区  

      びわこ部彦根クラブ 会長 林宏一 

去る２月１８日開催の貴クラブ５０周

年記念例会では本当にお世話に

なりました。また、皆様大変ご苦労様

でした。改めて御礼申し上げる次第

です。 

さて、早や７月となり、貴クラブでも元気よく新年度のキック

オフをされたことと存じます。渡邉実帆会長におかれまして

は、５０周年記念事業を着実にまとめ上げた卓越した手

腕を見込まれての続投と推察いたします。引き続き宜しく

お願い申し上げます。 

我が彦根クラブの方では、単位不足による留年（留任）と

相成っておりますが、考えようによっては大好きな沼津で愛

するシーラカンスと再会することも可能、と密かに楽しみに

しております。あ～、もちろん、沼津クラブの皆様とも再会を

心待ちにしております。今後ともご指導、ご鞭撻をよろしくお

願い申し上げます。（；＾＿＾A） 



 ドライバー･親睦副委員長 

       杉谷美砂 

沼津ワイズメンズクラブに入会し5か月が

あっという間に経ちました。メンバーの皆様

には温かく迎えて入れて頂きとても感謝

しております。 

最近、いろんな出来事がありました。自身

だけではなく世の中、そして世界中でもです。そのような出来

事をきっかけに、平穏な日々、幸せな日々を過ごしていること

に改めて気づかされるのだと感じました。日々一瞬一瞬を満

喫し、そしてワイズメンズの中でも大切にその時その時を一

生懸命に取り組んでいきたいと思います。とは言え、まだまだ

分からないことばかりですメンバーの皆様、これからもどうぞよ

ろしくお願い致します。 

      最近思うこと     B副会長＆ユース委員長  菅沼道子   

中学生、高校生の友人、知人、いわゆる同級生に何十年ぶりといった感じで再会をする機会がよくある。

不思議なことに、昔あまり話さなくても不思議な親近感・安心感。思い出話に花が咲く。あー年を重ねた

んただと実感する瞬間でもある（笑）最近はフェイスブックでもつながるようになり、いろいろな人とつながり

皆の元気な様子がうれしく思う。同窓会の連絡も、ＬＩＮＥだったり（しかも150人グループ）メッセンジャー

だったり。連絡も容易になったり。本当に便利ですね。その反面は、仕事の場面ではここは直接でしょ！？

みたいな内容もあったりなかったり・・きっと私もそうしているだろうな～と半ば反省。やはり、人と人のやりとり。

顔の見えないやりとりは時には大きな溝となりかねない向き合うことの大切を感じながら、これから大きな大会の進行において

大事なことはちゃんと相手を思いやり伝えようと思う。そして、日常社会でも・・ 

   IBC・DBC副委員長   平野正文 

来年の６月の東日本区大会ホストクラブという大きな目標を抱えての新年度のスタートに沼津クラブの仲

間と共に参加できることに今感謝します。この１年間は、私にとっては今までにない貴重な経験になると思い

ますが、この大会運営のために最後までできるだけの協力をしていこうと思います。また、自分自身の仕事の

ラストシーズンの１年にもなります。すべてにおいてたくさんの楽しい思い出を残すことができればと思います。

今年度も宜しくお願い致します。  

 副書記  大山 晴康 

昨年になるが、新聞記事で読んだものを抜

粋して書いてみます。『日本ではキリスト教の

信徒数（約200万人・人口の1、5％）と比べ

てキリスト教系の学校が多く、人気を集める

有名校は全国に約120校あり、全私学の1

割を占める。大規模になり、宗教色が薄まる

なかで、創立の原点であるキリスト教主義の維持に腐心す

る。主な学校として、プロテスタント系では、明治学院（1863

年）フェリス（1870年）青山学院（1874年）同志社（1875年）

神戸女学院（1875年）関東学院（1884年）東洋英和

（1884年）関西学院（1889年）西南学院（1916年）カトリック

系として、聖心学院（1908年）上智（1913年）南山（1946年）

聖公会系として、立教（1874年）超教派として、ICU（1949

年）等がある。』このような学校の卒業生がYMCA・ワイズメ

ンズクラブに関心を示し活動・協力してほしいものである。             

 ＜新入会員紹介＞  綾部弘幸 

初めまして。「綾部 弘幸」と申します。渡邉

会長からのお誘いで、今回沼津ワイズメン

ズクラブ に入会させて頂きました。このような

クラブの存在は以前から知ってはいました

が、詳しい活動内容などは全くの無知です

ので、これから色々と御迷惑をおかけしたり、時には本当に初

心者的な質問もするかとは思いますが宜しく御願い致しま

す。私は約25年半の間、某 広告印刷会社を経て、現在は

若い頃からやりたかった映像制作業務を、ここ県東部を中心

に営業展開して約17年になります。個人事業ではあります

が、少しでも私の今まで地道に築き上げてきた専門技術が

お役にたてば幸いです。これを機会に皆様とお知り合いにな

り、今後ワイズメンズクラブの活動を中心に、尚一層自分の

活動の幅が公私共広がって行けば有り難く思います。今後

とも末永く宜しく御願い致します。 

   ジャガイモの思い    小林 隆 

 

ジャガイモを友にして10年が経ちまし

た。2012年より、有機肥料、低農薬の

環境にやさしい北海道十勝の和田

農園からの仕入で5年となりました。

安心・安全野菜の販売は、10月初

旬（7日を考え中）です。今年も青少

年のための「美味しいジャガイモ」の

季節がもうすぐです。全員参加でよろしく。 

 沼津クラブCF活動 

じゃがいも搬入予定 

  １０月上旬 



        BF委員長   山野 弘 

私が入会して間もなく、沼津クラブは、第30回日本区大会を東山荘で開催しましたが、今度は東日本

区の第２1回目の大会をホストすることになりました。長いワイズ歴の中で、２回目の大きな体験を前にして、

心身の健康維持を大切に、笑顔を大切に、人との出会いを大切に、という気持ちでいます。社会への奉

仕活動やＢＦの切手まとめなどに励み、責任を持って頑張ります。よろしくお願いします。 

                      CS委員長 相磯優子 

クラブ設立５０年という節目を過ぎ、第２１回東日本区大会のホストという未だ経験していない大

事業にいよいよ本格始動です。身に余る大きなプロジェクトの開催までの道のりには様々な困

難、問題が立ちはだかることがあるでしょう。それらを不安に思うのではなく、むしろプロセスを楽し

み。新たな出会いを喜び。信じて１つ１つクリアして行きたいです。皆さん！未知の領域にドキドキと

ワクワクで！                 

   中田 成 （チャーターメンバー） 

   中田清子 （チャーター時メネット現在メンバー） 

沼津クラブ５０周年祝会が無事に終わり、皆さんのご努力に感謝し  ま

す。部の各クラブのご支援、DBCの彦根、京都トップスのご参加も感謝した

い。沼津設立のただ一人の在籍者としてなにもできなかったことをお詫びし

ます。９０歳だもの、勘弁してください。 

設立直後の弱りきったクラブの建て直しに奮闘したのが、切手日本一の故高橋清君の無言の働きだった。故青

木栄実君は根拠地として新築の建物を児童図書館として提供くださり、ご指導はご健在なメネットの初音婦人

の働きと合わせ感謝の言葉もない。突然故人となった熱海の竹内敏朗元国際会長にも感謝します。現在私の

住む所は、総合病院が目の前なので、容易に離れることが出来ないのが口実ではないが、お許し願いたい。沼

津の皆様のお顔を瞼に描きながら終わります。次は東日本区大会だ。総力で当たってください。 

              ☆CS☆  
７月２日（日）三島クラブ『恵明学園七夕まつり』にお手伝いで参加させていただき

ました。三島クラブの杉村ワイズよりご縁をいただき、沼津クラブに入会された

杉谷美砂ワイズは以前からお手伝いに行かれているということで、今回沼津クラ

ブからも三島クラブのお手伝いとして参加させていただきました。 

三島市民吹奏楽団の演奏や子どもシャギリ、中央町三島囃子保存会の皆様のシャ

ギリ、模擬店、仕掛け花火ととても賑やかな七夕まつりで、自分達も童心に帰って

楽しませていただきました。  ありがとうございました。       

                                      参加：渡邉実帆・長谷川・杉谷 

                 CS副委員長  稲田精治 

４２年目のクラブライフを迎えますが、この１０年間は落ちこぼれのメンバーでした。ワイズメンの信

条にある「出席第一と奉仕第一とを旨としよう」の実践が出席については落第生でしたが、街

中が緑に囲まれた、花が咲き乱れるガーデンシティー実現のために取り組んできた結果、外か

ら訪れる人々から街中がきれいですねと言われるようになりました。２０２０年に東京五輪、パラリ

ンピックの自転車競技が伊豆市の日本サイクルスポーツセンターで開催されますが、３年前

から伊豆半島を自転車のメッカにとの思いで、自転車競技のイベントに取り組んできました。こ

れで弾みがつきそうなので、十分に期待し、明るい見通しとなってきました。さぁて、今年度からはワイズメンズクラブ

の活動が出来る時間も取れそうなので、今までの遅れを挽回しようと思っています。    



 在 籍 者  18  名    スマイル \   11,000    

 出 席 者   11   名  スマイル累計 \  127,301 

 ゲスト・ビジター   3  名    BF現金 ￥   18,000 

  メイキャップ   ０   名   YMCA基金 ￥    ０ 

 広義・功労会員    3   名  出 席 率      73％ 

編集後記：毎年７月はメンバーのメッセージを載せています。７月はワイズメンズクラブでは新年に当たりますので、年頭に色々

思うことを書いていただいています。こういった記事のひとつでも書くことで、それぞれの思いが伝わってきます。今年は沼津クラ

ブの力の見せ所です。メンバーがひとつになって素敵なクラブライフを送りたいですね。           ブリテン・広報担当 

            沼津クラブホームページ http://numazu-ys.jp  E-mail: mail@numazu-ys.jｐ 

    ドライバーのつぶやき №25  泉 文雄 （A副会長＆ドライバー委員長）                

副会長・ドライバー委員長としての2017～2018年度がスタートしました。7月10日（月曜日）より各クラブ

初例会、全クラブ出席を登録させて頂きました。ドライバーとしては各クラブの連絡等なかなか忙しい１ヶ月

です。この数年ドライバーを担当しておりますが、大変なことは例会その他会合等・出席人数把握がはっき

りできない事です（急なキャンセルは食事が無駄になります）会費を払っているから、良いじゃない？って言

葉も聞こえますが、私は違うと思います。人のいない席に食事が置かれるんですよ。ドライバーとして、これは

とても辛い事です。もったいないですよね。今年はもったいないを、減らしていくよう心がけ、協力してもらって、

クラブ行事をやる予定です。今年度も宜しくお願いします。 

   沼津クラブ活動状況 

  ＜報告＞ 

 

6/3（土）～４(日) 第２０回東日本区大会  於：川越 

（渡邉・長谷川・大村・相磯・中田清子） 

6/5（月）   第３回区大会委員会１９：００～  

6/10(土)～11(日)第２０回西日本区大会 in 熊本  

             (参加者：相磯・大村） 

７/１(土)富士山部 役員会・評議会 熱海YMCAセンター 

７/２（日）三島クラブ恵明学園七夕まつりお手伝い 

７/１０（月）伊東クラブ初例会 渡邉･泉･相磯 

７/１４（金）2017～２０１８年度初例会 ３クラブ合同 

        (担当：御殿場クラブ 場所：東山荘) 

     ＜今後の予定＞   

７/１９（水）下田クラブ初例会         

７/２１(金)～２３(日)アジア太平洋地域大会 チェンマイ 

7/24(月）熱海クラブ初例会   KKR熱海 

７/２５（火）富士･富士宮合同初例会（富士宮担当）パテオン 

７/２６（水）熱海グローリークラブ初例会 KKR熱海 

8/7（月）区大会委員会 沼津YMCAセンター 

８月納涼例会  8/10（木）ニューウエルサンピア沼津 

8/21（月） 役員会  沼津YMCAセンター 

    ８月納涼例会のご案内   

８/１０（木）ニューウエルサンピア沼津 

８月は納涼例会です。会場の都合で１０日

（木）に変更になりましたので、お間違いない

ようにお願いします。 

 ☆EMC☆ 

 インビテーションキャンペーン 

 例会に友人･知人を招待しましょう！ 

自クラブ例会への出席のみが対象です。栗本東

日本区理事の「広げよう！ワイズの仲間」のス

ローガンの下、各部にエクステンション委員会

が設置され、会員増強事業が強化されていま

す。 

 ☆国際・交流☆ 

泉直前主査より引継ぎ、今年度も『RBM』ロール

バックマラリア（マラリア撲滅のための活動）に

力を入れます。宜しくお願い致します。また各

種献金も宜しくお願い致します。 

 鈴木忠雄国際・交流主査（三島クラブ）より 


