
  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 』 

 

    3月 例会プログラム 

         2018年3月13日(火) 18:30～ 

        場所：ニューウエルサンピア沼津 

                司会：小林Y’s 

  開会 点鐘             渡邉 会長 

  開会の言葉             山野 Y’s 

  ワイズ信条＆ソング           相磯 Y’s 

  会長 挨拶             渡邉 会長  

  誕生日&結婚祝い          

 食前の感謝             杉谷 Y’s 

  卓   話 「選択理論心理学を学んで、 

         良好な人間関係を！」後藤充代様 

 出席率＆スマイル/各委員会 報告 

  閉会の言葉                       長谷川Y’s 

  閉会 点鐘              渡邉 会長 

 

2018年 ３月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

   ～今月の聖句～             

  そこでイエスは言われた。 

  剣をさやに納めなさい。 

  剣を取るものは皆、剣で滅びる。 

    マタイによる福音書26章 52節 

    ☆March☆  

  Happy Birthday 

  1 日  長谷川メネット芙紗子さん 

  15日 大山メネッ ト 智子さん  

  18日 渡邉実帆ワイズ 

  23日 平野メネット 由貴子さん 

  Wedding Anniversary    

  12日    鈴木美代子ワイズ 

    弥生・3月：雛祭りは、日本におい

て、女子のすこやかな成長を祈る節

句の年中行事。 ひな人形に桜や

橘、桃の花など木々の飾り、雛あられ

や菱餅などを供え、白酒やちらし寿

司などの飲食を楽しむ節句祭りである  



    ２月TOF例会報告 ２月1３日（火）    沼津YMCAセンター 

  

２月の例会はTOF（タイムオブファスト）断食の時と訳されていますが、自分達の食べるものを質素

にして、その分で献金をしようという取り組みの月です。沼津クラブはYMCAセンターという拠点が

ありますので、そこで例会を行うことにより、場所代は無料、お弁当でのちょっと軽いお食事、それでも食べられること

に感謝です。区大会が近くなってきて、色々な相談をしながらの例会は内容の濃い例会となりました。何年か前に

も「例会はいつもこのセンターで行えばよいのではないか」との意見も出ましたが、卓話者を迎えての例会ではや

はりアピールも大事ではないかとの事、それでも以前よりはセンターでこじんまりと例会を行うことが多くなりました。

当たり前のように３食食べている自分達ですが、世界の食べられない人たちを思い、病気で苦しんでいる人を思い、

少しでも自分達の献金が世界の人々に役に立つことを祈っています。        会長 渡邉実帆 

 第2回 外国人の為のスピーチコンテスト 報告   

       2月25日（日）13：00～  プラサヴェルデ4階会議室 

  

クラブ設立50周年記念事業で始めた日本語スピーチコンテスト、第二回大会。2月

25日プラサヴェルデ４Ｆ会議室で無事開催し、終了出来ました。昨年同様参加者

は5名と（昨年と同じ）少なく心配でしたが、当日多くの来聴者が見学に来ていただ

きました。日本大学国際関係学部、高橋先生(親クラブである東京クラブのメン

バーです）は東京から沼津高専の先生方も生徒の発表に来聴いただきました。今

回の発表者は、中国人2名、マレーシア人1名インドネシア人1名の4名で、１名前日

にキャンセルとなってしまってちょっと寂しいコンテストとなってしまいましたが、テーマを私

の『故郷・国』と設定しておりましたので、母国のアピールに制限時間をオーバーする

発表者もおり、やはり母国を思う心は強いんだなぁと感じました。まだまだ知名度が低

いワイズメンズクラブの日本語スピーチコンテストですが、次回に続がるスピーチコン

テストになったと思います。これを機に少しでも留学生たちの何か役に立てればと考

える次第です。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。                     

                         報告 書記 長谷川 

   3月例会 卓話者紹介     後藤充代（ゴトウ マサヨ）様 

 ＜演題＞  選択理論心理学を学んで、良好な人間関係を！ 

 ＜プロフィール＞ 

 沼津市在住 23年間幼児教育にたずさわる（幼稚園園長／副園長） 

 日本カウンセリング学会会員  

 日本選択理論心理学会会員選択理論心理士（カウンセラー） 

            沼津情報ビジネス専門学校非常勤講師 同校スクールカウンセラー 

            自宅の隣に「クオリティーＭホール」を開設（各種カルチャースクール 等） 



              沼津高専 留学生交流会に参加して   

昨年度スピーチコンテストを機に交流させていただいております沼津高専の先生よりご連絡があり、留学生との交流会に参加さ

せていただきました。クリスマス例会の際に参加してくれた泉ワイズの知り合いの佐波古さんもお誘いし（通訳に？笑）彼女を含め

泉副会長・渡邉の3名で参加してきました。  （以下 佐波古和江さんよりブリテン掲載の為の報告をお願いしました。）  

先月２４日土曜日、「留学生との交流会に行きませんか？」と渡邉実帆さんから誘われ、沼津高専の食堂へお邪魔させて頂き

ました。インドネシア、マレーシア、ケニア、モンゴル出身の学生が籍を置いており、異なる環境で奮闘している様子を垣間見る事が

できました。自分も留学していた頃を思い出し、懐かしさと応援の気持ちでおりました。 

留学生の各国の紹介を聞きながら食事を戴いたのですが、彼達にとってはいつもの、私

たちには耳にする事があるメニューで、元々スパイスの効いた食べ物が好きな私はどれも

美味しく頂きました。野菜１つとっても、生き抜く環境が違えば料理も変わるのかと国の紹

介を聞きながら感じました。 

国際化と聞いて英語（他言語）を直結させるのが普通かもしれません。が、国内で英語

話者が増えたとはいえ日本語と英語が入り混じる全体的な生活環境にはまだまだ程

遠く、英語（他言語）を壁に感じる方も少なくないと思います。国際化は言語だけではな

いと私は考えています。言語だけでは解決しない部分もあると思うからです。まずは相手

を受け入れる事から始まるのではないでしょうか。彼らの料理を私たちが頂いたように。ま

た、料理を通して会話が弾むように。 

沼津高専の校舎では今後、標識や看板を英語対応にしていくようです。日本人だから

日本語だけ、という考えから脱却する良い機会だと思います。日本人だけれど日本語が

不慣れと言う場合もありますし、その逆もあり得るのです。様々な対応を可能にしてくれる

のが英語（他言語）の利点ではないでしょうか。普段学生と接する機会がありませんの

で、お声がけくださった渡邉会長に感謝いたします。とても楽しい時間を過ごすことができ

ました、ありがとうございました。               佐波古 和江 

     東日本区次期会長・部役員研修会に参加して        次期富士山部長 渡邉実帆 

３/３～３/４ 御殿場東山荘にて東日本区次期役員研修会が開催されました。沼津クラブからは次期富士山部長として渡邉

（現会長）と長谷川次期富士山部書記（現クラブ書記）と次期会長である泉A副会長の3名での参加となりました。他の部から

は皆さん宿泊しての参加、富士山部は近いせいもあり、３分の２が宿泊なしでの参加です。現栗本理事より東日本区、次期アジア

太平洋地域会長・次期国際議員の田中氏より国際協会とアジア太平洋地域の現状等、お聞きし、また次期宮内理事の理事

方針を初め、各主査の事業方針等をお聞きしました。宮内友弥次期理事は、「為せば、成る」の理事主題を掲げられ、ワイズの厳

しい現状を踏まえたうえで、各部、各クラブが主体的に活動し、メンバー個々が自ら動く組織を目指すべく努力しようと呼び掛けら

れました。次年度も頑張らなくては、と気持ち新たに心引き締めてまいりました。 

富士山部は「熱海YMCA」の為、「ユース」の扱いが他の部とは違います。それ

を今後どのようにしていくのかが大きな課題であり、各クラブ色々な考え、又個人

個人の考えもまた違うと思うので、どのようにまとめていくのかがひとつの大きな課題

だと実感いたしました。ユースだけでなく、各クラブにおいての色々な事業、活動を

応援しながら、先ずは今期の栗本理事の方針でもあるEMC！まだまだやってい

かねばならない大きな課題です。 

今までと違う立場でのワイズの活動、かなり大きな石が肩に乗っかってきて、万年

肩こりがひどくなって来ています。仕事しながらですが、楽しむこと、そしてたまには

DBCの彦根や京都にも息抜きに出かける予定です。DBC訪問は楽しんで、息

抜き？相変わらずのノーテンキですが頑張ります。      

 第21回東日本区大会 ～沼津開催～ 登録受付中  

      続々登録！ありがとうございます！ 

区大会ホームページから、又ファクスでも受付しております。 

http://www.global-ad.jp/ys-east21/   FAX:055-933-4450  

6月2日(土）～6月3日(日）沼津駅前 プラサヴェルデ 

6月1日(金）ゴルフコンペ(沼津ゴルフクラブ） 



 在 籍 者  18  名    スマイル \    9,000 

 出 席 者   10   名  スマイル累計 \  103,828 

 ゲスト・ビジター   ０  名    BF現金 ￥     0 

  メイキャップ   １   名   YMCA基金 ￥   4,371 

 広義・功労会員    3   名  出 席 率      73％ 

編集後記： 1月は行く、2月は逃げる、3月は去るというくらいあっという間に時が経って行きます。早いもので先日新年の挨拶を

したと思ったらあっという間に桜の便り。（我家の河津桜はもう散ってしまいました。）そして桜の便りは別れと出会いの季節。 出

会いを大切に。全ての出会いに感謝して．         

 http://numazu-ys.jpE-mail: mail@numazu-ys.jp                                   ブリテン担当                                      

     ドライバーのつぶやき №3３  泉 文雄 （ドライバー委員長・A副会長）  

３月に入り、ななんとなく春めいて来ました。３月３日（土）恒例の富士山麓の野焼きが有りました。茅の煤が数十キロ離れた我

が家迄飛んできます、富士山も煙にその優姿も見え隠れ。 

当日東日本区次期役員研修会が有り、私も次期沼津クラブ会長として出席。２０時より部ごとに分か

れ、意見交換。沼津クラブよりささやかなオードブルを囲み、盃をかわし和やかな雰囲気の中、とても参考

になる意見交換。２時間半がアッと言う間に過ぎてしまいました。 

３回半目？の会長と言う事で大した緊張感もなく、無事にできることをメンバーのみなさんの協力を頂き、

全うしていく所存です。＊でも俺やっぱドライバーがいいな～＊ 

        ＜役員会報告・審議事項＞  

   ２月２２日(木） 沼津ＹＭＣＡセンター 19：00～ 

2月25日(土） スピーチコンテストについて   

    役割分担。現在日本大学４名、沼津高専1名  

3月 3日（土）～4日（日）次期クラブ会長・役員研修会  

       （御殿場東山荘）渡邉実帆・長谷川・泉次期会長 

3月 5日(月）19：00～ 区大会委員会（沼津YMCAセンター）  

         ＜今後の予定＞ 

3月14日（水）京都トップスクラブ 4クラブCATT合同例会 

（京都キャピタル・京都エイブル・京都トップス・京都東稜クラブ） 

                             DBC訪問予定 

3月23日(金）YMCAセンターどれみ合唱 18：30～ 

3月24日（土）富士クラブ 30周年記念例会 富士ロゼシアター 

4月  2日(月）19：00～区大会会議 沼津YMCAセンター  

4月10日（火）18：30～沼津クラブ 4月例会 

4月13日・27日(金）YMCAセンターどれみ合唱 18：30～ 

4月16日(月）19：00～役員会 沼津YMCAセンター 

4月30日（月・振休）13：30～<ぬまづチャリティコンサート> 

沼津クラブ・沼津YMCA主催 場所：沼津市民文化センター 

 

 沼津クラブ 

 『チャリティコンサート』のご案内 

日時：4月30日（月） 13：３０開演 

沼津市民文化センター小ホール  

出演者：Vo渡邉実帆・Vo杉山政寛・ヴァイオリン湯原好恵・

フルート鈴木希和子・チェロ生田奉子・ピアノ矢島碧・P＆シ

ンセサイザー下山英二 

♪渡邉実帆と楽しい仲間達による素敵なコンサートです。

沼津YMCAセンターでの歌声広場『どれみ合唱団』の友情

出演、また『みんなで歌おう！懐かしい歌！』のプログラ

ムもあります。皆で歌いましょう！ 

♪主な曲目♪ 

旅立ち(魔女の宅急便)/ 

チャールダーシュ/クンパルシータ/ 

小さな空/いのちの歌/ 

You Raise Me Up ほか 

(曲目は変更になる場合がございます) 

多数のご来場をお待ちしております。    

入場料 2000円 

このコンサートの収益金は東日本大震災、熊本

地震などで被災された方たちに送られます。皆

様の御協力をお願い致します♪ 


