
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３８５号    ６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６月度例会プログラム 

 

時間     2018年6月14日（木）18時30分 

場所     ＹＭＣＡ東山荘 

受付   鈴木千代子Y’s・小野麻利子Y’s 

司会   堀口廣司Y’s 

 

 

１ 開会点鐘 大和田会長 

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 小野麻利子Y’s 

９ 卓話(今年1年を振り返って)  全員 

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  1名 ｽﾏｲﾙ報告    22,000 BF活動切手      0pt 

出席者   22名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計   274,800 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    0名 ゲスト  2名 YMCA基金    3,800 累  計      0pt 

出席率  88％ ビジター  4名 YMCA累計      44,381     

修正出席率  100％ 出席者合計       29名       

5月例会報告 

６月お誕生日おめでとう 

１２日 神野 義孝ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

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  6月25日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  6月12日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   6月11日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  6月19日(火) レストランじゅん 

下田クラブ  6月20日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 6月27日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 6月14日（木）ＹＭＣＡ東山荘 

富士クラブ 6月13日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 6月26日(火) パテオン 

 
然りは然りとし否は否としなさい 

 

（ヤコブの手紙5章12節） 

今月の聖句 

６月ご結婚おめでとう  

 自己申告してください。 

ＢＦだより 

～御殿場ワイズから東日本区へ～ 

 

 風薫るさわやかな季節となりました。さて、今月も

ワイズのメンバーから集めたプルリング（プルタ

ブ）・使用済み切手の報告をさせていただきたく思

います。 

 今回御殿場ワイズからは若林久美子さんからプ

ルタブ443g、小野麻利子さんからプルタブ301gと切

手186gご協力いただきました！ 

袋いっぱいのご協力に感謝です。 

ありがとうございました！ 

  

～YMCA東山荘からのお知らせ～ 

2018年会長頑張るぞ！ 

若林 久美子 

 ２０１８年度、会長を仰せつかりました。

御殿場ワイズメンズクラブに入会して１０年

になりますが、これまで何の役もできずに、

皆様にお世話になるばかりでございました。

入会した時、ワイズのメンバーの皆さんにお

会いして、なんて心のあたたかい優しい楽し

い大人の皆さんばかりなのだろうと感じ、そ

んなステキな方々に出逢えただけでも入会し

て良かったなあ、と思いました。そして、東

山荘の子ども達のキャンプの様子のスライド

を見て感動し、また各被災地で大きな力を発

揮し活躍するYMCAの皆さんの活動を見て、こ

れらの活動を支えるお手伝いができる事に心

から喜びを感じています。 

 私一人の力では何もできませんが、ワイズ

メンズクラブに所属することでそれができ

る、ということは本当に幸せです。また、こ

の１０年コメット３人もメンバーの皆さんに

とても可愛がっていただき、そして徳風園・

平成の杜へのボランティア活動も長年続けて

助けていただきまして、心から感謝申し上げ

ます。本年、会長という立場で何か少しでも

皆様に恩返しができれば、とは思いますが、

何分毎日バタバタで、会長が務まるのかどう

かもとても不安です。とにかく１年間、出席

第一と献金！と笑顔！献金！と笑顔！で頑張

りますので、皆様のお力添えを何卒宜しくお

願い申し上げます。 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


５月例会報告 富士山部第３回役員会・評議会報告 

次期富士山部クラブ役員研修会報告 
 井田 伸太郎 

 北駿の田植えも一段落の５月１０日例会が東山

荘で行われました。 

 大和田会長の点鐘で開会。司会は長田尚弥さ

ん、開会の言葉で「我がジャイアンツ」の快進撃

でご機嫌と共に息子さんの陸上での活躍を笑顔で

話されました！ 

 聖句については堀口ワイズがガラテヤの使徒の

手紙の中でワイズの信条にもありますが「隣人を

自分の様に愛しなさい」とあり矢張り原点はここ

から？と感心しました！ 

 ゲストビジター紹介は卓話者の富士五湖クラブ

の望月ワイズ・原淑子会長・原俊彦ワイズ・望月

喜代子ワイズ・ゲストはレギュラーメンバーに近

い野木朗江メネットそしてブリテンを担当してく

ださっています東山荘の横山幹さん、そして前原

ワイズのお友達の佐野様が見学に見えられまし

た。 

 食前感謝は司会の長田ワイズ・ビュッフェ形式

で盛りだくさんの料理に皆舌鼓。 

 終了後久々に外部の方の卓話ですゲストスピー

カーは前述の望月ワイズで、演題は「コイン収集

の魅力を語る」です。 

 コイン収集のきっかけは５０年前小学校６年の

時にコインアルバムに出会い、通常出回っている

１円から５００円を年度・金額が明示された隙間

に持っている硬貨や親に見せてもらって、そこに

はめ込んでいました。これらは法定金貨と言い政

府が額面を保護する仕組みだそうです。 

 びっくりするのはその収集量の多さとそれもや

たらに貯める・積んでおくのではなくきちんと箱

を作り、それに番号を書き本人は一目で何時の発

行でどのような内容かを把握していることです。

ひと箱の重さも半端ではなく会場に台車で運んで

きてくださいました。 

 記念コインも東京五輪時に発行されたコインを

しっかりお持ちでハガキを何通も出して抽選で当

て交換した貴重なものも沢山あり、またまたびっ

くり！その額も半端じゃなく額面５万円・１０万

円の物も。 

 僕は江戸時代の剣豪小説が好きで読んでいます

が…貨幣価値がいまいち分からず大判小判も見せ

ていただき手に取りながら実感していました。貴

重な資料ですから回すときに「３枚確かに渡しま

した…」などとユーモア交えて見たり触った

り…１両=４分=１６朱＝４０００文の４進法

あり主人公は早朝３時間朝食付きのウナギ裂

きの仕事が１日１００文・大工の日当が１日

３００～５００文、１０両盗むと死罪・なん

となくわかる金額です。 

配ってくださいました資料で江戸時代の小

判の歴史を提示してくださいました。江戸初

期の慶長小判は１７．７３グラムで金の含有

量が８６％・それが江戸末期の万延小判はわ

ずか３．３グラムの大きさで金の含有量が５

７％如何に幕府の疲弊していたかが分かりま

した。 

また山梨では望月ワイズの収集は有名？で

山梨中央銀行のコイン歴史展示では「貨幣収

集家の望月勉氏からお借りしております」の

記事も載ったそうです。 

最後に「お金のはたらき」を説明してくだ

さいました。 

…交換のはたらき 

…値打ちをはかるはたらき 

…たくわえる働き 

今まで考えたこともないお話しでした。 

 卓話終了後にサプライズが用意されていま

した。全員に収集されている珍しい？コイン

のプレゼント・女性のメンバーには望月喜代

子メネットの手作りの巾着袋をそして戦前生

まれの男性メンバーには生まれた年の１０銭

硬貨をそれぞれ頂きわくわくしながら卓話が

閉じられました。 

 誕生日祝いは７名の多くを数えました。閉

会の言葉では「多くの仲間と楽しいひと時が

過ごせて感謝です」と締めくくられ大和田会

長の閉会点鐘でお開きに！ 

鈴木 千代子 

  

平成30年5月13日（日）13：00より役員会、

13:50より評議会がニューウェルサンピア沼津に

て開催されました。御殿場から、大和田会長・

金光ワイズ・若林ワイズ・芹澤ワイズ・鈴木ワ

イズが参加しました。 

報告事項 

（１）東日本区役員会報告 

（２）事業主査・役員後期活動報告 

（３）クラブ会長後期活動報告 

審議事項（評議会上程の審議） 

（１）第1号議案 2017年度決算・会計監査承認    

   の件 

（２）第2号議案 富士山次々期部長承認の件 

（３）その他  

 共に承認され閉会となりました。 

次期富士山部クラブ役員研修会報告 

 同場所に於いて15:00より開催されました。 

 御殿場から、前原ワイズ・若林ワイズ・高橋

啓子ワイズ・芹澤ワイズ・神野ワイズ・小野ワ

イズ・金光ワイズが参加致しました。 

加藤部長の点鐘、そして次期富士山部部長の渡

邊実帆ワイズの挨拶で、部長主題『生き生き！

ワクワク！仲間と共に！』スローガンは『楽し

く元気に活動しよう！』です。 

 現富士山部部長、加藤博ワイズの主題は『生

き生き仲良し富士山倶楽部』でした。 

ワイズの信条・ワイズソング・富士山部部長方

針発表・次期主査の方針発表・書記・会計から

の連絡事項・事業主査による分化会・各主査に

よる報告・監事講評と続き、富士山部歌唱そし

て閉会の言葉・加藤部長の閉会点鐘となり閉会

となりました。 

 あいにく雨の日でしたが、我が次期前原主査

の挨拶はいつものように場を和ませる一言があ

り、本当に話が上手だと感心しました。 

東日本区大会には約460名の方が出席されるとの

事です。 

 渡邉 芳子 

5月14日可愛い沢山のつぶらな瞳に囲まれてきま

した。 

 草取りのお手伝いでもって思って伺ったら未

就学児とお母さん達に出逢いました。 

 20人以上のお子さんとお母さん。最初はやは

り小さな子どもに慣れていなくて戸惑いを見せ

ましたがそこは“昔取ったなんとやら”で人見

知りする子はお母さんを見せながら後ろ向きに

だっこするとか絵本を読んだり、お手玉をした

り、ボール投げをして孫とお婆ちゃんはしばら

くの間楽しい時間を過ごしました。 

 赤ちゃんの瞳は青く澄んで清らかで私達もこ

んな子育てしてきてその時は気が付かなかった

けど今思えば一番楽しく素直に向き合ってた時

です。何時の時代も子育ての悩みは尽きません

が、いっぱい悩んで答えを出して瞳が涙でかす

んでもいつもママを見ている事を忘れず抱いて

あげてほしいと思います。 

癒しの時は私達がいただきました。 

芹澤。高橋。神野。渡邉の参加でした。 

みらい保育園 


