
THE SERVICE CLUB OF THE YMCA 

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

The Y’s Men’s Club of Gotemba  

 第 ３ ７ ５ 号      ８ 月 例 会                                                                                                                 

会  長    大和田 浩二 

  副会長  若林 久美子 

書  記    芹澤 次子 

会  計    鈴木 千代子 

  監  事    杉山 將己 

国際会長主題        「ともに、光の中を歩もう」                                                                                                     
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    「広げよう ワイズの仲間」   

富士山部部長主題      「生き活き仲良し富士山倶楽部」   

御殿場クラブ会長主題 「夢を育てて実現へ」 

御殿場クラブ活動方針   1.東山荘を始めとする奉仕活動の充実 

            2.例会の充実とそのための卓話・プログラムへの工夫 

                                                   3.富士山部、DBCを始めとする他クラブとの交流促進 

            4.更なるEMC増強によるメンバーとクラブの強化 

２０１７年８月度例会プログラム 

 

時間     2017年8月10日（木）18時30分 

場所     ＹＭＣＡ東山荘（１号館 斉藤記念館）  

受付   鈴木千代子Y’s・小野麻利子Y’s 

司会   渡邉芳子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 堀口廣司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 岩田郁代Y’s 

９ 卓話・台湾留学生 高翊真様 

１０ 誕生日・結婚記念日祝い 各自 

１１ スマイル・YMCA基金 渡邉芳子Y’s 

１２ 閉会の言葉 司会 

１３ 閉会点鐘 会長 

在籍数   24名 メネット  0名 ｽﾏｲﾙ報告  47,000 BF活動切手      0pt 
出席者   20名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計 980,204 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    1名 ゲスト  2名 YMCA基金  2,936 累  計      0pt 

出席率  83％ ビジター 51名 YMCA累計   321,059     
修正出席率   88％ 出席者合計       73名       

7月例会報告 

８月お誕生日おめでとう 

８日   芹澤 次子Y’s 

９日  若林 隆浩ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

１０日 木村 みつ江ﾒﾈｯﾄ  

８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 

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  8月28日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  8月8日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   8月14日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  8月15日(火) レストランじゅん 

下田クラブ  8月16日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 8月23日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 8月10日（木）ＹＭＣＡ東山荘 

富士クラブ  8月9日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 8月22日(火) パテオン 

Ｂ Ｆ だ よ り   

 

２０１６年７月３１日集計分 

蒸し暑い毎日です・メンバー及び家族の皆様

はいかがお過ごしですか？ 

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。 

 今月は芹澤次子ワイズがプルリングを大量 

２２５０グラムと使用済み切手を届けてくださ

いました。ありがとうございました 

 なお、７月２５日・小山町の福祉協議会にプ

ルリング２６００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！！ 

 

「あなたがたを襲った試練で、人間として耐えられな
いようなものはなかったはずです。神は真実な方で
す。あなたがたを耐えられないような試練に遭わせる
ことはなさらず、試練と共に、それに耐えられるよ
う、逃れる道をも備えていてくださいます。」 

コリントの信徒への手紙 10章13節 

今月の聖句 

 

感 謝 の 一 年  

 

              前 原 末 子 

  

一年間お世話になり本当にありがとうございま

した。 

皆様のご協力に依り、会長として支えていただ

いたこと、失敗も多々あったと思いますが、仲

間たちのフォローのお陰でどうにか無事にやっ

てこれたかなと、会員の皆様には感謝しており

ます。 

 沼津クラブの５０周年記念を始め、台南クラ

ブ、名古屋東海クラブの５０周年に参加させて

いただき、５０年存続することの重さには痛感

するものがありました。 

他クラブとの交流の大切さ、我クラブを客観視

できるチャンスと思い、いろいろな面で勉強出

来ましたこと、２月の東西の交流もあり、経験

に勝るものはなしということで一年間忙しい中

にも楽しめる事も多々ありました。 

会長は決して一人で出来るものではないと言う

ことを強く感じました。 

会員の皆様に支えられて、一年間過ごさせて戴

いたこと、次の方々にバトンタッチできたこ

と、心より感謝申しあげます。 

平成の杜でのボランティア 

東山荘 横山幹 

７月５日 平成の杜にて高橋啓子Y’sが日本舞

踊を披露してくださいました。 

これは、毎月御殿場クラブよりボランティアに

伺っているものの一環ですが、特別なプログラ

ムとして行われました。 

 平成の杜のみなさんは、体を高橋Y’sの方に

向けて、美しい舞に見入っているようですね。

また、目を細めて演目に聞き入っている方もい

らっしゃるなど、とても楽しまれている様子で

す。 高橋Y’sありがとうございました！ 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


神野 裕子 

沼津、三島、御殿場の３クラブ合同例会は、御

殿場クラブをホストクラブとして７月１４日

（金曜日）１８時３０分より、ＹＭＣＡ東山荘

にて開催されました。司会は井田伸太郎Y’s。

ワイズソング斉唱、ワイズの信条の唱和と続い

て聖句は堀口廣司Y’s（コリントの信徒への手

紙Ⅱ４章１６節）でした。 

沼津クラブ渡辺美帆会長より入会者のご報告と

来月６月東日本区大会を沼津で開催するのでご

協力をお願いしますとご挨拶を頂きました。 

三島クラブ藤田小夜子会長より、今までにない

少人数での出発となってしまいましたが、１２

月２日の創立４０周年に向け、出会いを大切に

ワイズを楽しみたいというご挨拶を頂きまし

た。 

御殿場クラブ大和田浩二会長より、東山荘が新

しくなって迎えた３クラブ合同初例会、夢を育

てて実現へ遂行するワイズ。着実に歩んで行け

ますよう皆様の叱咜激励をお願いいたしますと

ご挨拶がありました。 

 

 

 

 

 

 大和田会長によるゲスト・ビジター・クラブ

紹介があり、次に東日本区栗本治郎理事より、

北九州の甚大な被害でＹＭＣＡを通して何か出

来る事をしたいと、また国際会長主題共に光の

中を歩もうをテーマにＥＭＣ会員増強、新クラ

ブを作りたいと心強いご挨拶を頂きました。 

富士山部、加藤博部長より富士山部は愛をテー

マに、心を一つにして仲良く活動して行きたい

２０１７年３クラブ合同例会報告 下田クラブ初例会！ 

             井田 伸太郎 

 

去る７月１９日標記の下田クラブ初出席しま

した。会場は下田須崎岬の最南端ホテル「いそ

かぜ」でした。下田クラブは久しぶりに？入会

式もあり、また入会候補者も参加されて活気が

有りました。 

会長点鐘・会長挨拶と続きゲスト・ビジター

の紹介加藤富士山部長・榎本・前原東日本区の

事業主任・大村東日本メネット委員長が呼名さ

れ、ビ ジ タ ー は 熱 海（４）沼 津（２）伊 東

（７）三 島（１ １）グ ロ ー リ ー（４）富 士

（５）富士宮（３）御殿場（６）の多くを数え

ました。 

ゲストは新入会員と入会予定の方？卓話者は

下田出身の東洋水産の藤井尚恭氏。 

入会式はローソクの明かりの元・平田充浩君

の登場・厳粛のうちに粛々と進み会場の皆様の

祝福を受け無事完了。 

いよいよ待望の乾杯・祝宴時間の関係でその

間で主任、各クラブ会長のお祝いの言葉、卓話

は東洋水産創始者森和男氏（下田市出身）の略

歴や事業内容のお話しでした。○ちゃんの赤い

キツネ・緑のタヌキ・黄色の博多ラーメン…武

田鉄也のCMは賛否が分かれましたが、結果大成

功！とのお話しで会場は聞き入りました。出席

率は欠席された池谷淳ワイズが功労会員に認定

されたので１００％で会場から拍手が。閉会点

鐘で閉会。参加メンバーは大和田会長・前原主

任・岩田・稲葉・山本・井田の６名でした。 

 

というご挨拶を頂きました。 

 

 

 

 

 

入会式では、渡辺美帆会長の歌唱で沼津クラ

ブ綾部弘幸様が入場され厳かな入会式が拳行

されました。 

御殿場市若林市長より、ワ

イズはやさしい人が多い、

自分も市長というより、一

個人としてワイズを楽しみ

たい。２０１９年に椿サ

ミットが御殿場市で開催さ

れるので、ご協力をお願い

しますというご挨拶を頂きました。 

食前感謝は三島クラブ光永尚生Y’s、北九州

の災害に触れられ、今宵こうして集える事へ

の感謝を述べられました。 

卓話は御殿場警察署、清水係長。交通ルール

を一つ一つ学びながら、大切な事を教えて頂

きとても勉強になりました。 

誕生日、結婚記念日祝いに続き３クラブより

出席率とスマイル報告がありました。 

沼津クラブの閉会の言葉、３クラブ会長合同

の閉会点鐘により、合同初例会は和やかな雰

囲気で終了致しました。 

夢を育てて実現へ 

大和田 浩二 

今年の会長主題を、「夢を育てて実現へ」とさせて

いただきました。 

誰もが持っている自分の夢を、同じ方向へ向かって

歩くことが少しでも共感できる人々と共に行動する

ことによって、実現に近づけていただきたいと考え

ています。 

１ 東山荘を始めとする奉仕活動の充実 

２ 例会の充実とそのための卓話・プログラムへ    

  の工夫 

３ 富士山部、DBC(国内兄弟クラブ・東海、奈良)   

  を始めとする他クラブとの交流促進 

４ 更なるEMC(新クラブ開拓と会員増強、退会者無

しへ)によるメンバーとクラブの強化 

以上の基本方針に基づき、次のような行動計画を実

際に行ってゆきたいと思っています。 

１ 東山荘奉仕活動への協力 

２ 東山荘による震災キャンプ、オープンハウス等  

  の催しへの協力 

３ 徳風園夏祭り・平成の杜へのボランティア協力 

４ 御殿場市夏祭りへの協力 

５ 御殿場市ふれあい広場への協力 

６ 少年の主張大会(御殿場市教育委員会主催)に協 

  賛協力 

７ 時之栖ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝﾌﾞｰｽ等の地域に根差したPR活動 

  の展開 

８ 北海道ジャガイモ・カボチャ仕入れ販売による 

  活動資金強化 

ワイズメンとしては、月に2回の第1・第2例会への

出席を基本とし、上記のような活動に是非ご参加い

ただきたいと思います。けれども、大変忙しい皆様

です。例えなかなか出席できなくても、久しぶりに

お会いする方をいつも暖かい笑顔で迎えられる、そ

んな御殿場クラブでありたいと願っています。この

1年をどうかよろしくお願いいたします。 


