
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 ８ １ 号      ２ 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 

２０１８年２月度例会プログラム 

 

時間     2018年2月8日（木）18時30分 

場所     ＹＭＣＡ東山荘 

受付   鈴木千代子Y’s・小野麻里子Y’s 

司会   山本光子Y’s 

 

 

１ 開会点鐘 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 大和田会長 

７ ゲスト・ビジター紹介 大和田会長 

８ 食前感謝 金光京子Y’s 

９ 卓話 若林洋平御殿場市長 

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 大和田会長 

在籍数   25名 メネット  0名 ｽﾏｲﾙ報告    20,000 BF活動切手      0pt 

出席者   21名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計   193,000 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    4名 ゲスト  0名 YMCA基金    4,000 累  計      0pt 

出席率  84％ ビジター  0名 YMCA累計      30,022     

修正出席率  100％ 出席者合計       21名       

1月例会報告 

２月お誕生日おめでとう 

１９日  長田 晴美ﾒﾈｯﾄ 

２７日 岩田 郁代Y’s 

２７日 山本 光子Y’s 

 

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  2月26日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  2月13日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   2月12日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  2月20日(火) レストランじゅん 

下田クラブ  2月21日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 2月28日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 2月8日（木）ＹＭＣＡ東山荘 

富士クラブ 2月14日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 2月27日(火) パテオン 

BF便り        ２０１８年１月３１日集計分 

２０１８年あけましておめでとうございます。どんな年にしたいですか？メンバー及び家族の皆様はいかがお過

ごしでしたか？ 

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。 今月はメンバーの方からの提供はありませんでした。手紙が来たら使用済み切手

を・飲み会ではプルリングを先ず、確保を！ 

 佳い年にしましょうね！（1月の文章ですので、そのつもりでお読みください） 

 

 酷寒の日々が続いている今年の冬ですが皆様いかがお過ごしですか?永年に渡って井田伸太郎Y’Sがプ

ルリング（プルタブ）や使用済み切手の収集を取りまとめてくださり小山町の社会福祉協議会にお届けください

ましたが、1月25日の第2例会で協議され東日本区でまとめて車椅子に還元できるので(長野クラブに還元

供与されたものが現在東山荘にて活用中）、今後は東山荘（堀口所長）に持って来ていただき東日本区に

渡すように決定しました。井田Y’s、永年に渡って本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。 

芹澤次子さんより 

人は皆火で塩味を付けられる。

塩は良いものである。だが、塩気がなくなれ

ば、あなた方は何によって塩に味をつけるの

か。自分自身の内に塩を持ちなさい。 

マルコによる福音書9章49-50節 

今月の聖句 

 

２月ご結婚おめでとう  

 自己申告してください。 

日本のことば               高橋啓子 

日本の言葉の中をのぞいてみると、何と深い意

味があり叙情的なのかを改めて感じました。 

先人が心を揺り動かされ、その言葉を生み出し

て来たのだと、そしてその意味するものの深さを

もっと知りたいという思いになりました。 

ー例えばー 

春には霞といい、秋には霧と呼ぶ 

<立ち上る>は霧に使い 

（たなびく）」は霞に使う 

そして夜には霞と言わず朧という 

夜が明けようとしているが未だ暗い時分のことを

春暁といい曙はあかつきよりやや時間的に遅れ

空がほのぼのと明けようとする頃のこと 

等々 

このように言葉の表現には心が和むような約束

事があることを知りました。その情景が浮かんで

くるように自然の有様をこうも魅力的に現そうとし

ている日本の言葉は、本当にすばらしいと思い

ました。 

 改めて「YMCA東山荘」とは              堀口 廣司 

 正式な名称は「公益財団法人 日本YMCA同盟 国際青少年セ

ンターYMCA東山荘」と言います。YMCAは日本で始めて大正時代

に財団法人格を取得した団体であり宗教団体でも学校でもない社

会教育団体を財団というくくりで日本社会で受け入れられました。

YMCAが日本に出来た1880年ごろは北米YMCAからの援助で運営

されていましたが、まもなく外国のYMCAからは自主独立しようと考え

日本の大都市のYMCAがバラバラではなく一つの全国代表組織を

作りました。この組織は収入が全くないためいつも危うい財務状況で

したので安定した運営を行うためにも東山荘を作りその収入によって

全国組織を維持しようという願いでも東山荘ができました。 

 御殿場にいると全国のYMCAのことはなかなか分からないのです

が、全国の青年組織をまとめている全国中央青少年団体連絡協議

会という組織がありますが東山荘の所長だった本行さんが東山荘に

お越しになる前に事務局長もされていたくらい全国の青少年団体で

は古いだけでなく中心的な働きをしてきてもいます。 

 1988年には80,000人が利用され、アムウェイが年間２万人来てく

れたり、日赤の会議は東山荘で行われていたそうです。現在は同盟

を収入で持って支えることは出来ませんが世界中の青少年が御殿

場に集まり「地球市民講座」を開催しています。 

皆様どうぞ、引き続きお力添えをお願いいたします。 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


合同新年例会報告 

2017～2018活動上期報告 

芹澤 次子 

 沼津、三島、御殿場3ﾜｲｽﾞ合同新年例会を今回

は三島をホストクラブとして、1月16日（火）18時30

分より三島プラザホテルにて開催されました。開会

を前に、去る11月26日に熱海クラブの二見康一様

が、11月30日に三島クラブの小野和昭様がお亡く

なりになりましたので、出席者全員でお二方に黙祷

を捧げご冥福をお祈りしました。 

 

 

 

 

 

 

三島クラブ岡田美喜子Y’sの司会、3クラブ会長の

点鐘で始まり、会長挨拶では沼津クラブ渡辺会長

は本年度6月の東日本区大会に向けて猛ダッシュ

で準備を進めているので皆様のご協力をお願いしま

すとのお話しでした。 

御殿場クラブ大和田会長は、本日待ちに待った入

会式が合同例会で行えることに、沼津クラブ、三島

クラブの支えの賜物であり大変感謝しているとの挨

拶でした。 

 

 

 

 

 

三島クラブ藤田会長は去る12月2日に30周年記念

例会が無事に終われたことは、沼津、御殿場クラブ

のお手伝いのおかげ、深く感謝していますとの挨拶

がありました。続いて来賓の三島市長の挨拶後に、

御殿場クラブ高橋隆造さんの入会式がとり行われま

した。厳粛な雰囲気の中、沼津クラブ渡辺会長の

歌声に導かれての入場。 

入会後の髙橋さんの挨拶の中で、「ワイズのこと

はまだよくわからないが、奉仕の旨をもって入会

させていただいた。」との力強い決意表明は御殿

場クラブの若手のホープとして大変楽しみと共に

大いに期待しております。 

 

 

 

 

 

 

引き続き栗本治郎東日本区理事の挨拶に続き

加藤博富士山部部長の激励のお言葉をいただ

きました。 

沼津クラブ相磯優子Y’sの食前感謝でY’sディ

ナーが始まり、楽しいひと時の後のアピールタイム

では富士クラブが3月24日（土）の記念例会のお

願いに続いて沼津クラブから再度6月2日（土）3

日（日）の東日本区大会のお願いがありました。 

誕生日、結婚記念日、出席率、スマイル報告と

続き、御殿場クラブ若林久美子副会長の閉会挨

拶から3クラブ会長の閉会点鐘にて閉会。 

御殿場クラブ出席者は25名中21名でした。 

徳風園夏祭り準備・参加協力 

8月2日(火)9:00-20:00 

特養ホームの徳風園が行う近隣住民も招いての

夏祭りに準備と夕方からの本番に参加協力。台湾

からのICCPJ研修生、高さんも参加し、日本での初

めての夏祭り体験。   

御殿場夏祭り出店協力 

8月9日(日)14:00-20:30 御殿場駅前通り御殿場

市あげての夏祭りに東山荘カレーと飲み物出店で

協力。台湾からの高さんも浴衣姿で参加。 

 

 

時之栖イルミネーションブース出展協力 

点灯式10月28日(土)16:00-19:00 

イルミネーションで有名な時之栖に、地元のグルー

プ・団体のブースの1つとして出展協力。今年の

テーマは、「ダイアモンド・万華鏡の輝き」。冬の間

展示されています。 

 

奈良・名古屋東海・御殿場  DBC合同例会 

11月11日(土)-12日(日) 

奈良6名・名古屋東海9名・御殿場22名で賑やか

かつ和やかに持たれた。12日は三島スカイウォー

クの後三島のウナギを味わい、交流を深めた。

 

平成の森・徳風園ボランティア協力 

両施設に、コーヒーサービスとお話し相手、布きり

などのボランティアに月3回程度参加し、皆様から

喜ばれている。 

ふれあい広場出店協力 

9月30日(土)8:00-15:00 御殿場市ふじざくら (御

殿場市社会福祉協議会主催) 

御殿場市民が多く集まる秋のふれあい広場で、ワイ

ズと東山荘のPRとグッズ販売の出店に協力。 

大和田 浩二 

1月14日(日)、熱海YMCAにて開催され、大和

田、若林久、芹澤、鈴木、(会長・副会長・書記・

会計)と金光(部地域奉仕主査)が出席しました。 

決定事項として、次期渡邉実帆部長、次期会長

予定者(御殿場は若林久美子)、CS基金配分

(御殿場は4万円)、富士宮高校会議所へのユー

ス事業支援、等がありました。 

資料で発表された上期報告の、御殿場クラブ部

分を以下に記します。 

富士山部今年度第2回役員会・評議会 

ワイズ担当職員横山幹さんのお母様、故横山貴子さ

んのご葬儀には皆様からのご芳志とご会葬いただきあ

りがとうございました。 

 お祖父様の葬儀と重なり大きな悲しみの時となって

おりますが、皆様のお励ましで一日も早くお元気にな

られますようさらにお祈り下さい。      堀口所長  

  


