
  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 』 

 

    1１月例会 プログラム 

            11月14日(火) 18:30～ 

       場所：ニューウエルサンピア沼津 

 司    会                  平野 正文ワイズ 

 開会 点鐘          会  長 

 開会の言葉          杉谷 美砂ワイズ 

 ワイズ信条＆ソング        綾部 弘幸ワイズ 

 会長 挨拶          会  長  

 ゲストビジター紹介  

 誕生日&結婚祝い 

 食前の言葉          山野 弘 ワイズ 

 東日本区ＥＭＣ主任・富士山部ＥＭＣ主査と語ろう 

      伊東クラブ/榎本ワイズ・久保田ワイズ 

 出席率＆スマイル/各委員会 報告 

 閉会の言葉              長谷川 等ワイズ   

 閉会 点鐘              会  長 

 

2017年 11月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

～今月の聖句～             

 すべてよい木はよい 

 実を結び、悪い木は 

 悪い実を結ぶ。 

 良い木が悪い実を結ぶことはなく、 

 また悪い木が良い実を結ぶことも 

 できない。 マタイによる福音書7章17～18節 

 November Happy Birthday 

             07 日    大山   晴康 ワイズ 

             10 日    稲田   精治 ワイズ 

             25 日 大村 貴之 ワイズ 

          27 日 片岡 章一 ワイズ 

  Wedding Anniversary    

10日 山野 弘 ワイズ 

19日 中田成・清子ワイズ 

20日 平野正文ワイズ  



             10月 例会報告  10月1０日（火） 

１０月例会はＤＢＣ京都トップスクラブの牧野篤文ワイズに「逆境は力なり」と題し

てお話していただきました。牧野ワイズの若い頃からのご苦労話、そこから這い上

がっての年商１５億円の企業を作り上げられた根性、アイデアは是非見習いたい

ものです。入会式もあり、榎本東日本区ＥＭＣ主任、久保田富士山部ＥＭＣ主査のお二人、ま

た功労会員の中田成、清子ワイズも出席下さって、とても賑やかな例会となりました。参加したメ

ンバー、他クラブの皆様からも良いお話、よい例会だったと好評を頂き、改めて牧野ワイズに感

謝申し上げます。いつも少人数のために場所が「いつもの例会場（小）」で、出席者の皆様には

狭い思いをさせてしまいました。ただの仲良し奉仕団体でなく、自分たちのスキルアップ？やはり

向上心がなければ進まない。新しい仲間と共に今後も向上心をもって取り組んでいきたいと思

いました。（クラブで購入したばかりのロジェクターが調子が悪くて申し訳ありませんでした。）  

  京都トップスクラブ11月例会訪問  EMC副・親睦副委員長 杉谷美砂 

今回初めて京都トップスクラブ例会訪問をさせていただきました。例会の中では通常の

卓話に代わりテーブルディスカッションを議題２つについて行われ、入会年数別の各テー

ブルで積極的な意見が出ました。議題１「クラブライフを楽しむために必要と思うもの、無く

ても良いと思うもの」議題２「クラブに入会して楽しかったこと、嬉しかったこと」このような振

り返りは、これからもっとワイズメンズクラブの活動を良きものにしていくには有意義な時間

だったと思います。様々な意見の中、大役を務めた方こそ、ワイズの醍醐味をご存知だとい

うことに、私のようなひよっこワイズには興味深く印象的でした。 

１１月の京都、紅葉の時期。次の日には「もみじの永観堂」「みかえり阿弥陀」で親しまれ

ている永観堂 禅林寺を拝観し、見事な紅葉を楽しませていただきました。（来年は沼津

クラブの皆さんご一緒にバスツアーを‼）そして、左に首を傾げ振り向いて慈悲のかたちを

これほど具体的にあらわされている佛さまは例がないと言う『みかえり阿弥陀（重要文化財）』そのお姿に、周りの人々に対す

る思いやりの大切な姿勢に改めて気付かされました。ワイズメンズクラブにも通ずるものがあるかもしれません。  

現代の私たちが、みかえり阿弥陀のお姿に教えられるもの、それは、遅れる者を待つ姿勢、思いやり深くまわりを見つめる姿勢、

そして自分自身をかえりみ、人々とともに正しく前へ進む姿勢。それはまた、阿弥陀さまの私たちへの想いなのです。 

  「ふくSeeまつり」に参加して   CF副委員長・ユース委員長 菅沼道子 
 

何年目だろうか・・。カレーを作るのも年々上手くなっている気がします。みんなで大量のカレーを作

りのも楽しみだし、大量のカレーはおいしいです。昨年は販売場所も影響してか、販売数が激減

（とほほ・・・）今年は前情報で出店数も増え、飲食も激戦とか。ということで素揚げした野菜を5

種類ほど、上に彩りよく盛り付け、ご飯もサフランライスにバージョンアップ。午前中で完売する勢

いでうれ、無事完売！じゃがいもも山野さん、長谷川さん、平野さん、大山さんのパワーで完

売！カレー部隊は、大型助っ人の佐藤さん、大村さん、相磯さん、菅沼。そして、渡辺周さん、片

岡さんの参加で出席率も１００％。ワイズカレーがこれからも地域に浸透していけたらいいと思いま

す。何より、北海道のじゃがいもファンドで汗を流し、その野菜でカレーをつくる。ワイズ活動として汗

を流したすがすがしい連休になりました。（10/9月・祝  キラメッセ沼津にて） 

       ２０１７ ジャガイモファンド報告  CF委員長  小林 隆  

10月８日（日）に行われた、恒例の北海道十勝直送で新鮮なジャガイモファンドの販売結果につい

て報告します。昨年は、北海道の大雨でカボチャが不作となり仕入を中止しました。今年は、なんと

静岡県に大雨予報があり急きょ翌日に順延しました。「この世はお天気次第」を痛感しました。 

今年の北海道は、天候もよく順調な収穫となりました。完売を目的に、ジャガ

イモ450箱・玉ねぎ350箱・カボチャ70箱の合計840箱を仕入れました。販売結果は、メン

バーの努力で完売となり、137,718円の利益を上げることができました。この資金は、皆様の

汗の結晶として、留学生スピーチコンテストなどの沼津クラブ本来のＣＳ活動に利用されま

す。皆様のご協力ありがとうございました。 



  部会訪問 ⑤第２１回東新部部大会        報告 平野正文                

１０月１４日、東陽町にある東京ＹＭＣＡで開催された今年度の東新部部大

会に参加しました。私が４０年以上も前に大学のサークル（セツルメント運動）

で活動したのが地下鉄東西線東陽町駅のすぐ近くという縁がありましたので

今回の参加は本当に久しぶりの訪問という思いがありました。東新部部会は１

部から３部までを通して、大変にアットホームな雰囲気の中で進行されました。

部長主題は「Ｅ人になろう」（ＥＭＣのＥ）というものでしたが、ＥＭＣに対する思いは９月の富士山部部会と同じように大きな

課題として問題提起されました。栗本理事の今年度の方針であるエクステンション委員会を立ち上げるという思いに応え

て、東新部の町田地区においてはその準備が確実に進んでいるという前向きな発表もありました。また東京ＹＭＣＡ総主事

の菅谷淳様より１０月からの新しいＹＭＣＡのロゴについての構想説明、標語である「みつかる、つながる、よくなっていく」につい

ての説明がありました。やはり私たちが新しいロゴに慣れるにはまだ時間はかかるなという思いを持ちました。 

 今回の部大会のテーマは「ユースと“ボッチャ”で交流」というもので、私は初めてでしたが、夢中になってこのパラリンピック

の種目を楽しんできました。指導してくれたのは大学生の４人でした。赤・青ボール１２個とジャックボールと呼ばれる白いボー

ル１個、全部で１３個のボール、そして少しばかりの場所（学校の教室の半分）があれば２チームに

分かれて、老若男女だれでもが楽しめるのがこのゲームの良さです。ルールも大変にわかりやすく、

ボールを目標物にできるだけ近づけたほうが勝利するという氷上のカーリングに似た一種の頭脳

ゲームでもあります。今回の実戦参加で私はそのルールをすべて理解できましたので、メンバーに

もぜひ紹介したいと思います。親睦会の時のプログラムに是非取り入れていただきたいと思います。 

⑥あずさ部会   （10月21日・土曜：於 日本出版クラブ会館）  報告 大村貴之 

部会訪問も最終回となりました。東日本区大会アピールのため、あずさ部会に参加、今回は

東京・神楽坂での開催でした。飯田橋の駅から10分程、雨の中を散策がてらに神楽坂を登

り、会場に到着。参加者数80名を越える盛会で、記念講演あり、琉球舞踊のゲストありと和や

かな部会でした。記念講演は、東京西クラブのメンバーでもある竹内隆先生によるアンチエイ

ジング・健康管理に関するお話でした。竹内ワイズは「日本抗加齢医学会」の立ち上げに

尽力された医師で、日本におけるアンチエイジング分野の草分けともいえる先生とのこと。近年でこそ、より健康な状態で高

齢者が日常生活を送るいわゆる「お達者度」という言葉も普通に聞かれるようになりましたが、先生はこうした考えの啓発に

長年携わってこられたとのことで、ご自身の生活スタイルも含め、大変参考になるお話を聴くことができました。懇親会では、ゲ

ストにお招きした琉球舞踊を観ることもでき、楽しい部会でした。区大会のアピールも、あずさ部で一区切りとなります。これか

ら準備本格化、頑張ろうと思った一日でした。 

ＤＢＣ京都トップスクラブ 訪問   IBC・ＤＢＣ委員長 長谷川 等    

11月8日（水）渡邉会長他、4名で京都トップスワイズメンズクラブ11月例会にビジターとして

出席いたしました。トップスクラブのメンバ―数は51名で出席率も80％を常に越えております。11

月例会は、メンバー43名の出席と私達5名の総勢48名で、６テーブルに分かれ行われました。

卓話はなしで、各テーブルで議題ごとにディスカッション行う例会でした。ワイズ歴の長いメン

バーも短いメンバーも、経歴ごとのテーブルで各自由に意見を述べることが出来、EMC(会員

増強)に続がる有意義な例会でした。又東日本区大会のアピールもさせていただきました。 

今回訪問メンバーは、渡邉会長、泉、小林、杉谷、長谷川の5名で、泉さんの車で800キロ往復いたしました。感謝。   

        新入会メンバー 紹介  鈴木美代子さん          

初めまして。「鈴木 美代子」と申します。会長の渡邉さんからのお誘いで、何も分からないまま、今回

皆様のお仲間に入れて頂く事になりました。今迄、ワイズメンズクラブの事は全く周知では無く、皆様

のご指導に従って少しずつ学んで行けたらと思いますので宜しくお願い致します。私の職業は、保険

営業一筋31年目に成ります。現在は、保険会社は退職して、保険の代理店の支店を沼北町に仲間と立

ち上げて現在に至っております。三人の子育てや、義理の父母の介護を経験して、これから夫婦の健

康に気を使いながら、老後は少しでも先送りして、ワイズメンズクラブの活動をお手伝いが出来れば

幸いです。皆様のお声掛けが頂けますと、嬉しく思います。       



 在 籍 者  19  名    スマイル \   １７，７３０   

 出 席 者   17   名  スマイル累計 \   ５０，７４０ 

 ゲスト・ビジター   8  名    BF現金 ￥     0 

  メイキャップ   1   名   YMCA基金 ￥   ０ 

 広義・功労会員    3   名  出 席 率      １００％ 

編集後記： 今月は気がついたらメンバーから記事をたくさん頂いていて、嬉しい悲鳴となりました。CS、CF、DBC、BFと盛りだく

さん、それだけメンバーが動いたということですね。杉谷ワイズの記事にもありますが、「みかえり阿弥陀」さまのありがたいご利

益でしょうか。来月も宜しくお願い致します。     http://numazu-ys.jp   E-mail: mail@numazu-ys.jｐ  ブリテン担当 

     ドライバーのつぶやき №29  泉 文雄 （ドライバー委員長・A副会長）  

10月後半2週続けての台風は各地に大きな爪痕を残しました。静岡県内・上陸した地域の皆様にお見舞い

申し上げます。富士山にもやっと雪が積もり始め冬到来かと思いきや日中の暖かさには驚くばかり、数十年

前、11月になれば朝外に出ると霜柱・歩くたびにザクザクと霜柱が崩れる音懐かしく感じます。温暖化が肌で

感じる歳になってきて居ます。会社を退職して非常勤になり5か月が過ぎました。週２・3日の出勤時々曜日感

覚がなくなるような気がします。何か自分にあった目標を作った生活をしない事にはと思う今日この頃です。 

 ＢＦ委員会より お願い  山野弘 

使用済み切手は12月例会にお持ち下さ

い。1月の3クラブ合同例会時に富士山

部鈴木主査に渡したいと思います。宜しく

お願い致します。 

   ＜切手収集の諸注意＞ 

切手の周囲は余白3～5ミリ残して切る。周囲のメジがひ

とつでもかけてもＮＧ。切手に切れ目、折り目もＮＧ。セロ

テープＮＧ。速達の赤スタンプＮＧ。消

印スタンプ濃すぎるものＮＧ。ホッチキ

ス針穴ＮＧ。 

ワイズ使用済み切手はお金をいただく

商品です。宜しくお願い致します。 

←傷切手サンプル。これはダメな例で

す！！区のHP見て参考にして下さい。 

       50年に寄せて・・・・  

忘れられない竹内さんご夫妻の事②    中田成 

沼津の家にも元日本区理事の富士の樫村ドクターも御一

緒においで下さったこともあったが、まもなく竹内夫人は召さ

れてしまった。その後は竹内君は独り身の寂しさがあったのだ

ろう、しばしば「一緒に食事に行こう」「紅葉を見に行こう」

「緑が綺麗だよ」と手紙をくれて小田原駅の新幹線口に車

を停めて我々を連れ出してくれた。どこも誘ってくれたものだっ

た。伊豆へ行って海鮮を食べたり、ある時は「御殿場へ？」と

聞いてもニコニコして山中湖岸の豪奢なクラブハウスにまで

案内をして食事をしたこともあった。真鶴から時には小田原に

戻るのに箱根の湖岸を回って数時間のドライブを楽しませてく

れたものだった。何時も古びた帽子をかぶ

り、運転の器用な人だったが、ある時ごく小さ

な接触事故があった。それ以後は行こうと

誘いがあっても丁寧にお断りしたものだった。

今ご夫妻は天国から「中田君。嘘を言う

な」と睨んでいることだろう。 

            ＜役員会報告＞                       10/16(月）沼津ＹＭＣＡセンター 

ＣＳ委員会→ ふくseeまつり参加 カレー販売１２４食完売  

ＤＢＣ/ＩＢＣ委員会→ 11/8京都トップスクラブ訪問  

ＣＦ委員会→ジャガイモファンド｛ジャガイモ４７０箱・玉葱３００箱・かぼちゃ７０箱完売｝ 

沼津ＹＭＣＡセンター →センター内トイレを改修（和式廃止・現洋式トイレを綺麗に改修する。予算承認） 

スピーチコンテスト日時決定→2018年2月25日（日）プラサヴェルデ 後援取りつけ・案内パンフレット作成  

＜今後の予定＞ 

11/20（月） 役員会 沼津YMCAセンター  

11/25（土）「ワイズメネットのつどい」横浜中央YMCA 

12/4 （月） 区大会委員会      １２/12（火） １２月例会     12/18（月）１２月役員会 


