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 第３８６号    ７月例会                                                                                                                  

 会  長    若林 久美子 

  副会長  髙橋 啓子 

書  記    神野 裕子 

会  計    小野 麻利子 

  監  事    杉山 將己 

国際会長主題        「私達は変えられる」                            

アジア地域会長主題    「アクション」                                  

東日本区理事主題    「為せば、成る」   

富士山部部長主題      「生き活き！ワクワク！仲間と共に！」   

御殿場クラブ会長主題  「これまでの活動をしっかり継続、 

            そして新しいことにも挑戦、ワイズをみんなで楽しもう！！」 

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７月度例会プログラム 

 

時間     2018年７月10日（火）18時30分 

場所     ニューウェルサンピア沼津 

受付   小野麻利子Y’s・金光京子Y’s 

司会   平野正文Y’s（沼津クラブ） 

 

 

１ 開会点鐘 ３クラブ会長 

２ 開会の言葉 三島クラブ 

３ ワイズソング 一同 

４ ワイズの信条 一同 

５ 会長挨拶 沼津クラブ泉会長 

６ ゲスト・ビジター紹介 沼津クラブ泉会長 

７ 会長挨拶 三島クラブ藤田会長 

  御殿場クラブ若林会長 

８ 富士山部部長挨拶 渡邉実帆部長 

９ 食前感謝 長谷川等Y’s 

１０   

１１ 卓話“志し続く” 石井真人様 

１２ 誕生日・結婚祝 各自 

１３ 出席率・スマイル報告 各クラブ担当 

１４ 閉会の言葉 杉山将己Y’s 

１５ 閉会点鐘 ３クラブ会長 

在籍数   25名 メネット  0名 ｽﾏｲﾙ報告    18,000 BF活動切手      0pt 

出席者   18名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計   292,800 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    5名 ゲスト  2名 YMCA基金    3,031 累  計      0pt 

出席率  72％ ビジター  0名 YMCA累計      47,412     

修正出席率  100％ 出席者合計       20名       

6月例会報告 

7月お誕生日おめでとう 

16日 長田 尚弥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  7月23日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  7月10日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   7月9日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  7月10日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

下田クラブ  7月18日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 7月25日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 7月10日（火）ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

富士クラブ 7月11日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 7月24日(火) パテオン 

 明日のことまで思い悩むな。明日のこと

は明日自らが思い悩む。その日の苦労はそ

の日だけで十分である。 

（マタイによる福音書６章３４節） 

今月の聖句 

7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井田さんが今まで皆さ

んからお預かりしていたプルタブ２，２４２gをまとめ

て持ってきてくださいました！ 

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！また今月もよろしくお願

いいたします。 

８年間のご厚情に感謝を込めて 

 

大和田 浩二 

誰もが持っている自分の夢を、同じ方向へ向かって

歩くことが少しでも共感できる人々と共に行動すること

によって、実現に近づけていただきたいと考え、「夢を

育てて実現へ」を昨年度の会長主題とさせていただき

ました。振り返って、夢を少しずつ育てることはできたか

と思いますが、とても完全な実現にはまだまだという現

実があります。 

けれども、御殿場クラブとしての一体感、富士五湖

クラブなどの近隣クラブとの連携強化などは、ほんの

少し実現に近づいたと言えるかとも思っています。クラ

ブの皆様の本当に熱心な取り組みとお支えがあったか

らこそ歩んで来ることの出来た一年であったと、心より

感謝申し上げる次第です。6月28日にしっかり引継ぎ

させていただいた若林久美子会長を先頭に、ますます

素晴らしい御殿場クラブへと進んでください。 

思い返せば、2010年4月に東山荘の所長として着

任して以来の御殿場ワイズの皆様とのお付き合いであ

りました。様々な新しい方々との嬉しい出会いと、折角

仲良くなれた方との悲しい別れ、色んな新しいことへの

チャレンジや、その一方では当初の考え通りの思うよう

には行かないことからのプログラムの継続断念・・・。 

本当に色んなことが思い出されますが、ここで皆様

にお伝えしなければならないことがあります。私、この7

月より御殿場クラブを離れ、あずさ部の松本クラブのメ

ンバーとして活動することとなりました。山梨YMCAの

総主事をさせていただいていた時から、いつか長野県

にYMCAを、と色んな人に言ってきましたが、ここでそ

の夢をより大きく育て、やがては実現へと向かって進ん

で行きたいと考えるようになりました。 

もちろん、簡単には行かないことは承知の上です

が、いつの日か、長野県にYMCAが出来たという便りを

聞かれたならば、そう言えばそんなことを言ってた人が

いたと思いだしていただければ幸いです。 

決してそう広くは無い日本の、同じワイズのメンバーで

すので、色んな大会でまたお目にかかることが出来るの

を楽しみにしています。 

この8年間の皆様の温かいお気持ちに心より感謝し、

これからも様々なところでまたよろしくお願いします。 

会食(食事中、各クラブ会長・部事業主査挨拶)  

スマイル、各クラブごと 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


６月例会報告 

第２１回東日本区大会参加報告 

２０１７～２０１８年度総会 

 杉山 將己 

第21回東日本区大会が沼津クラブのホストにより、

6月1日・2日・3日の3日間沼津キラメッセを主会場

として開催されました。 

 御殿場クラブからはメンバー16名・メネット1名の

17名が参加致しました。 

第1日目の6月1日には、沼津ゴルフ倶楽部を会場

として、東日本区理事杯が開催され、御殿場クラブ

では前原末子CS事業主任に代表して参加して頂き

ました。 

 第2日目には、沼津クラブよりお手伝いの依頼を

受け、早朝9時より富士宮クラブと共に、沼津駅北

口から会場であるキラメッセ3階受付までの案内係

をいたしました。 

 特に駅周辺の担当の人達は、警察官と駅職員に

咎められ、富士宮クラブの人達と共に嫌な思いをし

たとの事でした。 

 13：00より沼津学園飛龍高等学校の和太鼓演奏

による、オープニングセレモニーが行われ、引き続

き各クラブのバナーセレモニーがあり、我が御殿場

クラブの大和田会長が堂々と胸を張って行進し、檀

上に上がっては最前列のしかもど真ん中にて高々

と。栗本治郎、東日本区理事による開会宣言点鐘

にて開式される。 

 ワイズソング・ワイズの信条・聖書朗読・歓迎の言

葉と進み、頼重秀一沼津市長様を初め、西日本区

長田 和子 

 ６月例会は、14日18名のメンバーと準メンバー（？）

の横山幹さんと入会予定の内海昭美さんの20名で

開催された。 

 司会は堀口ワイズが欠席の為、井田ワイズが。聖句

も大和田会長が行いました。「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、善は善、悪は悪、

堀口ワイズは、今の世相を見てこの言葉を選んだので

はないかとの解説でした。 

 続いて会長挨拶、会員も25名になり、隣の富士五

胡クラブ、ＤＢＣの奈良、東海クラブＩＢＣの台南クラブ

との交流も深められ、東山荘を中心とした活動に感

謝。そして、若林新会長に無事バトンタッチが出来て

嬉しい、今日も前原ワイズの紹介で内海さんがゲスト

で出席していただき、御殿場クラブの元気を感じる。

一年間ありがとうございましたと挨拶がありました。 

 小野ワイズの食前感謝で、「いただきます」今日は特

別にズワイガニのスープが出て皆オイシイと舌鼓。食

事が終わって、待望の一年を振り返っての一人一

言。役を終わる人は、皆さんの協力に感謝すると共

に、大変だったが楽しい一年だった。新年度の役が始

まる人は、不安はあるものの補佐として勉強したので

頑張りますと強い決意が感じられて頼もしく思いまし

た。又、色々な事情で役ができない方も、出来ること

は協力をするので皆さまのご理解と会を盛り上げる努

力を惜しまない姿勢に、大きな『和』を感じました。特

に、前原東日本区事業主任。遠く山梨から通ってこら

れた大和田会長には、一年間ご苦労様でした。最後

にゲストの内海さんより、8月に入会しますと力強い言

葉をいただき、大和田会長の最後の点鐘で6月の例

理事の大野勉様の来賓祝辞があり、5分間程の休

憩を挟み、東日本区アワーへと続く。栗本東日本区

理事や各委員より夫れ夫れの報告事項があり終

了。 

 本年度の奈良傳賞は、東京クラブの持田二郎Y’s

と、千葉クラブの倉石昇Y’sのお二方が選ばれまし

た。心よりお祝いを申し上げたいと思います。 

 記念講演では沼津市出身の、バルセロナオリン

ピック金メダリストの岩崎恭子様の【幸せはいつも自

分でつかむ】でした。26年前の映像が流れ、わずか

14歳の少女がインタビューで『今まで生きて来た中

で一番幸せです』と言った映像を見て、当時を思い

出し思わず目頭に熱いものを感じてしまいました。 

 オリンピックの選考会では、なんと残りの一枠を姉と

競ったのだそうです。 

18時30分からの晩餐会では、477名が一同に集

い、美食・美酒に舌堤と喉越しを楽しみ、あっという

間の2時間でした。 

 十勝クラブのジャガイモ担当の山本Y’sと初めてお

会いし、懇親を深める事が出来たのは収穫でした。 

 第3日目は、各事業主任の実績報告があり、トップ

バッターで前原末子ＣＳ主任の報告があり、夫れ夫

れの表彰をし無事終了しました。一年間大変だった

と思います。お疲れ様でした。又、ＥＭＣ事業の中で

我が御殿場クラブが優秀賞を戴いた事に感謝と誇り

を持ちたいと思います。 

 18時よりウエルサンピアにて『ＢＦ・カナダ代表のＲ

ＯＢＩＮＳＯＮご夫妻』の東日本区及び富士山部主催

の歓迎会があり参加をしてきました。 

以上、東日本区大会の報告を終わります。 

芹澤 次子 

本年度の総会が6月の第二例会（6月28日）で開催

されました。 

若林副会長の進行で会計報告及決算報告に続き、次

年度の予算計画（案）も承認されスムーズに会が進行

されました。会計の鈴木千代子Y‘ｓ本当にお疲れさま

でした。 

会長引継ぎ式では、大和田会長から若林久美子新会

長にバッチの引継が厳粛の中にも、なごやかなムードで

行われました。 

 

 

 

 

 大和田会長は、毎回、遠方（南アルプス市）より御殿

場ワイズの為に参加して下さいました。本当に感謝申し

上げます。 

これからも南アルプスの地から御殿場ワイズを応援して

下さい。 

大和田会長の益々のご活躍を御殿場ワイズメン一同、

心よりお祈り申し上げます。 

若林 久美子新会長．．．若さと笑顔で頑張ってくださ

い。一同応援しながら期待しております。 

引き続き、大和田会長の労をねぎらい、又今年東日

本区事業主任（地域奉仕）として活動して頂いた前原 

末子Ｙ‘ｓ、お二方にお花の贈呈が新会長からありまし

た。 

 皆様の拍手で感謝の意を伝えられたと想います。 

お二方ありがとうございました。 

 無事総会が終了できましたことに改めて御殿場ワイ

ズメンに感謝です。 

会は終了しました。 


