
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 ６ 号      ９ 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９月度例会プログラム 

 

時間     2017年9月1４日（木）18時30分 

場所     ＹＭＣＡ東山荘(バーベキュー場）  

受付   鈴木千代子Y’s・小野麻利子Y’s 

司会   勝又貴恵子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 杉山聰子Y’s 

９ バーベキュー  

１０ みなさんの一言 全員 

１１ 誕生日・結婚記念日祝い 各自 

１２ スマイル・YMCA基金 渡邉芳子Y’s 

１３ 閉会の言葉 司会 

１４ 閉会点鐘 会長 

在籍数   24名 メネット  1名 ｽﾏｲﾙ報告   21,000 BF活動切手      0pt 
出席者   21名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計 1,001,20 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    3名 ゲスト  1名 YMCA基金   4,147 累  計      0pt 

出席率  88％ ビジター  0名 YMCA累計    325,206     
修正出席率  100％ 出席者合計       24名       

８月例会報告 

９月お誕生日おめでとう 

１２日  若林 雅美ﾒﾈｯﾄ  

２２日 杉山 博恵Y’s 

２４日 小野 麻利子Y’s  

２４日 芹澤 利雄ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

９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  9月25日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  9月12日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   9月11日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  9月19日(火) レストランじゅん 

下田クラブ  9月20日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 9月27日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 9月14日（木）ＹＭＣＡ東山荘 

富士クラブ  9月13日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 9月26日(火) パテオン 

Ｂ Ｆ だ よ り   

 

２０１６年８月３１日集計分 

月末は暑いですね・・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。 

 今月は若林久美子ワイズがプルリングを 

３００グラムを届けてくださいました。ありが

とうございました 

 なお、８月２３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！！ 

 

 

たゆまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば、
時が来て、実を刈り取ることになります。ですから、
今、時のある間に、すべての人に対して、特に信仰に
よって家族になった人々に対して、善を行いましょ
う。  （ガラテヤの信徒への手紙６章９・１０節） 

今月の聖句 

２７日 勝又 貴恵子Y’s 

２８日 堀口 廣司Y’s 

今思うこと 

高橋 啓子 

今日も一日が終了。ホッとして床につく。

後期高齢者と名指しされる寂しさは行く道

の先に必ず訪れる事だと解っているので

す。だからこそ今、元気な心と体を保つ

為、日々を心穏やかに過ごす事、そしてこ

の年齢だからこその大切な時間を無駄にし

ないようにしたいという事が最大の願いに

なっています。 

 ワイズメンズクラブに入会して、信頼で

きる仲間、又、心のオアシスと言える友に

も出会うことができました。私にとっての

宝物のひとつです。 

 会社の現役を引退した際、何かの形で世

の中にご恩返しをしたいという想いは心中

にありました。そんな折、お誘いの声をか

けられ即入会させていただきました。 

“ボランティア”をしたい。今の私に出来

る何かを。という想いです。その思いと裏

腹になかなか参加できないもどかしさを感

じていますが・・・。 

そんな中“平成の杜”に行き、その帰路で

は何か心が満たされているものです。身近

な奉仕も大切だと痛感しました。 

 これからも出来る範囲でワイズメンとし

てのボランティア活動に“出席第一”を守

れることを念じ乍ら参加してゆきたいと

思っております。 

徳風園夏祭り 

渡邉 芳子 

 雨の中での夏祭りの支度は初めての事でした

が、何時もと違う飾り付けも皆濡れながら準備

をしました。夜、台湾の研修生高さんはハッピ

を着せてもらい、盆踊り、太鼓と大喜びで初体

験をしました。 

楽しそうな高さんと鳴子を鳴らし一人ひとり参

加する入居者が、そしてそれを支援する職員達

が一つになってとても幸せな暖かいお祭りでし

た。 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


８月例会報告 
御殿場夏まつり 

井田 伸太郎 

去る８月６日に恒例の御殿場夏まつりが挙行されま

した。午後２時に生野写真館前の駐車場に集合し

てテント張り、食事場所作り、電気の配置、看板設

置、カレーの準備、飲み物場所確保…西日がバッ

チリ当たる炎天下、汗ダラダラでの作業…小野麻利

子ワイズが冷たい飲み物を差し入れしてくれて一

息。 

 ５時少し前から開店準備。大和田会長が７時半完

売を目標に頑張りましょうと宣言。 

 皆それぞれの特技？を生かして作業開始・順調

に業績を伸ばし？メンバーも交代で腹ごしらえを！

好天に恵まれたこともありリピーターが多く予定より１

時間も早く午後６時半に完売！ 

 カレー２００食・飲み物８０本…そしてみやざき屋さ

んの差し入れの「あんみつ」５０個もすべて完売！ 

 午後７時より手分けして後片付けをして、大和田

会長のねぎらいの挨拶と３本締めでお開き！ 

 出店で見物出来なかったので三々五々改めてお

祭りに出かけた方も居られました！ 

 研修に来られた台北の高翊真さんもメンバー提供

の浴衣を矢張りメンバーの着付けでバッチリ決め皆

の注目の的でした。 

 参加メンバーは（名簿の順）長田和子・杉山將己・

若林久美子・金光京子・渡邉芳子・前原末子・大和

田浩二・勝又貴恵子・芹澤次子・高橋啓子・稲葉久

仁子・岩田郁代・山本光子・堀口廣司・小野真利

子・神野裕子・井田伸太郎・ 

野木メネット・長田尚弥（カ

レーの仕込みを担当）ゲスト

は先述の高翊真さん２０名

の多くの参加を頂きました。

感謝です・皆様ご苦労様で

した！ 

井田 伸太郎 

去る８月１１日台北より日本語学校の周先生と教

え子７名（男１・女６）を迎えてワイズの仲間と夕食

会を東山荘斉藤記念館で催しました。 

きっかけはIBCの台南クラブの５０周年記念例会

の４月３０日に参加した時の出会いに始まります。 

偶然に高橋啓子ワイズが日本語の大変お上手な

周成欣ワイズと同じテーブルでお話をして・台北

のホテルを手配して頂くと共に小山直則ワイズ

（岸和田出身で奥様が台湾の方・淡江大学助教

授で台北在住）と一緒に台北を２日間案内して下

さいました。日本語が上手なわけです。 

その周先生は日本語学校の校長先生だったので

す。そして周先生は教え子を連れて富士登山を

するというので東山荘に泊まって行動開始・そし

て標記の件が成立しました。 

歓迎会では一人ひとり自己紹介が有りました。聞

き取りにくかったですが苗字は分かりました。台湾

の方ですが今は日本で勉強して居る方々です。

董・蔡さん二人は埼玉県から・白・黄・藍・林・呂さ

ん５人は大阪から、周さんのみが台湾から。 

教え子の皆さんは日本語は少し？ですがスマホ

でいろいろな情報をキャッチしているようです。 

各テーブルに２～３名が分散して着席してくれた

のでテーブルごとに会話が弾み楽しい交流会に

なりました。 

一行は１２日朝７時に大和田会長運転のマイクロ

バスで河口湖からスバルラインへ。生憎小雨でし

たが登るころは晴れて来たようです。 

１３日のご来光はいかがでしたかな？下山してそ

れぞれに解散・楽しいひと時を異国の地で味わっ

たことと思います。 

参加メンバーは名簿順に長田和子・長田尚弥・

前原末子・大和田浩二・高橋啓子・堀口廣司・鈴

木千代子・小野麻利子・井田伸太郎・野木メネッ

ト・以上１０名でした。 

台北より友を迎えて 台湾ワイズ交流報告 

８名の台湾からのお客様の歓迎会に対し１０名

の御殿場クラブ参加者（芹澤さん会費参加）と

勝又さんと前原さんのカンパにより82,254円が

集まりました。夕食は台湾の皆さまは東山荘１

号館・斉藤記念館にてお食事を召し上がり、ご

宿泊されました。 

支出は東山荘支払額（含歓迎会費）70,254円と

全員におみあげ代（杖代）8,000円とマイクロ

ガソリン代補助4,000円の全額82,254円となり

ました。御殿場ワイズの皆さま、ご協力ありが

とうございました。 

 

    九州北部豪雨募金報告 

 

 

日本ＹＭＣＡ同盟西日本地区ＹＭＣＡでは九州北部

記録的豪雨の被害に対して被害者支援を行ってお

ります。 

今回御殿場ワイズの皆様が協力してくださった募金

について下記のとおり報告をいたします。 

募金総額78,812円 

・御殿場ワイズ８月例会時スマイル  ¥21,000 

・御殿場ワイズ夏祭り売上分      ¥18,774 

・ひろ君募金より（東山荘）        ¥38,380 

・平成の杜                  ¥   658 
 

日本ＹＭＣＡ同盟を通して送金いたしました。 

ご協力いただいた募金は、被災地での緊急支援活

動として、必要な物資の支援、また瓦礫撤去などの

ためのボランティアの派遣、避難所の支援活動など

を実施します。緊急支援活動に加え、自然の脅威に

晒された子どもの心のケアプログラム（キャンプ）を複

数年にわたり継続することを目標とします。  

野木重治 

 

大和田会長点鐘により、８月例会が始まりました。 

会長挨拶、７月に右も左も分からないうちに新年度が

３部合同例会をかわきりにスタートしました。 

８月は徳風園の夏祭りのお手伝い、御殿場の夏祭り、

と行事が多く皆様のご協力をありがとうございました。

特に御殿場の夏祭りでは台湾の留学生 高さんの呼

びかけが功を奏しカレーを早々に完売することができ

ました。ありがとうございました。９月はバーベキュー例

会と楽しい例会が続きます。 

岩田ワイズの食前感謝で会食、おいしいハヤシライス

をいただきました。卓話は高さんより台湾を紹介してい

ただきました。ビデオを使って家族、町の様子等、台

湾を訪問された方には懐かしい風景がよみがえったよ

うでした。また、こんにちは、さようならの言葉を台湾語

で教えていただき、和やかなうちに卓話を聞くことがで

きました。 

聖句では、「神は真実な方であなたが耐えられないよ

うな試練にあわせるようなことはなさらず試練とともに

それに耐えられるような道を備えてくださいます。 

サプライズで髙橋啓子さんよりバッグ、草履、芹沢次

子さんより浴衣、帯が高さんにプレゼントされ本人も大

変喜んでいました。 

夏祭りの売り上げ、今月の

スマイルの金額は北九州の

土砂災害にあわれた方々

に寄付されました。 

会長点鐘により８月例会が終了となりました。 


