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   沼津ワイズメンズクラブ 

国  際  会  長    Ｍoon Sang Bong(韓国）  主 題：〝Ｙes，We can  Change″ 「私たちは変えられる」 

アジア太平洋地域会長  田中博之（東日本区）      主 題：〝Action″ 「アクション」 

東日本区理事  宮内 友弥(東京武蔵野多摩）   主 題： “No challenge,  No fruit” 「為せば、成る」 

富士山部長  渡邉実帆(沼津）          主 題:  『活き活き！ワクワク！仲間と共に！』 

     沼津クラブ会長 泉 文雄  主  題:  『大道無門』  

 

 会長メッセージ（つぶやきNo’38）  

            泉文雄 

台風・地震と災害が続き各地に大変な被害

が出ております。被災地の皆様には心よりお見

舞い申し上げます。 

沼津でも８月は恒例納涼例会の予定でした

が、残念なことに台風の影響で中止、セン

ターでの例会になりました。屋外例会では、お天気次第どうするこ

ともできませんね。 

 私は６月の東日本区大会の時にとても良い仲間が出来ました。

ゴルフで一緒に回った北海道北見クラブメンバー、京都プリンスの

メンバー、とても気の良い仲間と巡り合えました。 

 北海道部会での再会を約束しましたので、約束通り行ってきま

した。８月２３日～２７日、最初に行ったのがチミケップキャンプ場、大

自然の中の素晴らしいキャンプ場でした。北海道訪問につい

ては後に書いてあります。９月７日～１０日は京都部会のメネッ

トアワーに出席、会場で東京グリーンの佐野ワイズにも再

会。彼とは、数十年前フィリピンの大会に一緒に参加し、久し

ぶりに肩を抱き合いました。これからもワイズの仲間を大切にし

て、活動を頑張りたいと思います。    

2018年 9月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

  

～今月の聖句～ 

   

  ともし火をともして、それを器で 

  覆い隠したり、寝台の下に置いたり 

  する人はいない。 

  入ってくる人に光が見えるように 

  燭台の上に置く。   

   ルカによる福音書 8章16節 

    

事務局 〒410-0022沼津市大岡下石田１４28－１ 沼津YMCAセンター内 

  ☆September☆  

  Happy Birthday 

   9/3  平野 正文Y‘ｓ 

  9/5      鈴木 美代子Y’s 

  9/9   泉メネット 裕子さん 

  9/20    中田 清子Y’s 

  9/23    長谷川 等Y’s 

  9/30 稲田メネット 智子さん 

 Wedding Anniversary  

     該当者ありません。         

お知らせ： 

8月予定していたバーベキュー例会は台風の為、 

        残念ながら中止となりました。 

9月のクラブ例会は9/30富士山部大会を例会と 

いたします。 



  第73回国際大会に参加して     8月９日～12日 韓国・麗水 

                   渡邉実帆（ブリテン･広報:富士山部長） 

       8月9日～12日、韓国麗水（ヨス）で開かれた国際大会に初めて参加しました。富士山

部では熱海クラブの栗本直前理事、大川前書記、札埜前事務局長、三井ワイズ、

グローリークラブから加藤富士山部直前部長、小野田ワイズ、沼津クラブからは相

磯ワイズ、渡邉の8名です。熱海クラブは麗水クラブとIBCを結んでいる関係で、交流

があり、良く麗水にも来ているとの事で、とても心強く思いました。直行便が無いというこ

とで、成田から釜山へ行き、そこから車で約2時間。２０１２年に海洋万博が開催され

た場所ということで、素晴らしい施設、大きなホールがいくつもあり、国際大会の会場と

してはとても良かったと思います。ただ広すぎてホテルからの移動もテクテク歩いて何往

復も・・・。私にとってはかなり健康的な印象的な大会でした。夜のイベントは天井はあり

ましたが(左写真）屋内とはいえない場所でしたので、かなり暑かったです。 

参加人数は登録が3200人？2800人？2300人？という方もあり、どれが正しいのか

わかりませんでしたが、登録、参加出席のクラブの名前だけでも紙面で欲しかったと

思います。沼津クラブは韓国の清州クラブとIBCを結んでおりましたが、何年か前から

音信不通、あるのか無いのかもわからなかったため、もし

クラブがあるのなら会えるかな～と思っていました。残念

ながら全く情報無し、韓国の方に聞いてもわかりません

でした。悲しいことに消滅した可能性が高いようです。

大きな大会ではやはり食事が問題になります。毎晩別

室で韓国お弁当をいただいてからの晩餐会となり、感想はそれぞれですが、主催者側は本

当に大変なご苦労ではないかと思いました。（区大会経験しただけに？）韓国のお弁当はや

はり辛いものが多く、あまり苦手ではないのですが、辛かった！！お食事難しいですね。 

嬉しいことはバレンタイン賞が藤井寛敏ワイズ（東京江東クラブ）に、エルマークロー賞が、

前年度東新部部長の伊藤幾夫ワイズ（東京多摩みなみクラブ）が受賞されたということで

した。おめでとうございます。二日目はデボーションの後国際書記の西村さんから年次報告、

その後分科会に分かれての研修でした。午後はエクスカーションで、クルージングを楽しみま

した。10日IPEナイトでIPE のスピーチ（又これがちょっと長い・・・）11日ＩＰナイトでは各エリア

の出し物でした。私たちアジア太平洋地域は『We are the World』を大合唱。次のアフリ

カエリアの踊りでは会場全体がひとつになって楽しみました。 

最終日聖日礼拝の後、IYC報告、オランダのオーデンスで開かれる次回の国際大会のビ

デオアピール、それを見たあと、飛行機の予定もあり、会場を後にしました。終わってみれば開

催国色いっぱいの国際大会でしたが、色々な素晴らしい出会いがあり、これこそが大会に参

加したご褒美かと思っています。今後の自分自身の活動に思いをはせながら空路無事に帰

国致しました。 

   富士山部ユース事業 富士宮クラブ 高校会議所総会 報告  8/4（土）     

 富士宮クラブ(富士山部)が高校会議所をユース事業として応援している全国高校会議所次期会

頭選挙、各地高校（６高校）によるプレゼンテーションが8月4日富士宮にて行われました。地

元富士宮クラブ、富士クラブ、御殿場クラブからも見えていました。高校会議所は高校生が各

地域の地域振興を目指して、各々良さを生かして活動しています。 

静岡県下からは県立下田高等学校南伊豆分校、藤枝北高校、富士宮富岳館高校、他地域より明

石高校会議所、北海道市川高校、銚子高校の計6校の参加です。会頭選挙においては次年度の高

校会議所の会頭が、下田高校伊豆南分校の高橋君が就任すること

になりました。どの高校も色々な活躍ぶりをプレゼンしてくれましたが、ワイズメン

ズクラブとの関わりは無く、これからの課題が浮き彫りとなりました。彼らとの交

流、アプローチなどクラブ単位での行動に移していけないものか、各地ワイズメンズ

クラブのＰＲ、メンバー募集に繋がるのでは？と思いました。ユースの事業は自らの

足元にあったのかと思いました。(伊藤主査感想)富士山部では彼らとの交流、協力な

どこれからも深い関わりを持っていけないものかと感じました。何か良いアイデアは

無いでしょうか。                      報告 渡邉実帆 



   他クラブ訪問＜所沢クラブ＞     CS委員長 鈴木美代子 

8月18日 渡邉実帆直前会長にお誘い頂き 所沢クラブを訪問して来ました。お昼頃出

発して東名高速〜厚木から圏央道に入り中央高速を直進するのですが、夏休みの帰

省ラッシュとこの日は富士五湖道路の火災の影響により圏央道にも影響が出ていまし

た。でも中央高速を通り過ぎた辺りからはスムーズに。入間出口を出て初めてのコストコに

寄り、ショッピング！しかし、何を見ても大きくて量が多くて買っても消費出来るかしら？と思

えてなかなか買えなかったです。でも、おつまみや洗剤など購入して来ました。（前置きが長

くなってしまいました。） 

さて所沢クラブの訪問ですが、この日は移動例会と言う事で、団地の一角にあるメン

バーさんの事務所兼、夢ハウスという所で例会が開かれて居ました。俗に言う子供食

堂で第三金曜日の夜 費用は一般よりカンパして貰って運営して居るそうです。予約

制にして、メールやフェイスブックで広めて居るそうです。親子で誰でも可（間口を広げ

ている）時間は、6時と7時からの二部制にして居るそうです。今、子供食堂と言う名前を

辞める所が多いようです。（他の名前に代える）この日、例会のお食事はメンバーさん手

作りの夏野菜カレーとレタスとトマトのサラダでした。手作りのデザート有り、とても美味

しく頂きました。皆さん和気あいあいな雰囲気でとてもいい感じでしたね。これからのCS

活動に何かのヒントになると良いと思いました。                                   

     北海道訪問記         会長 泉文雄 

 8月25日に北海道部会が北見で開かれると聞き、6月の区大会で良い出会いをいただ

いた北見クラブのメンバーに会いに行くことにしました。折角出かけるのだから色々？楽しめ

たらと思い、23日（木）に出発、女満別空港まで北見クラブ古賀ワイズが迎えに来てくれて

いて再会を喜びました。24日は午前中に『チミケップキャンプ場』を案内してもらいました。チ

ミケップ湖に面した自然の中の素晴らしいキャンプ場に感動しました。冬は雪深い地、約2ヶ

月しか使えないとの事、もったいないと思います。午後からは古賀ワイズと藤原ワイズと一緒

にゴルフを楽しみました。北海道のゴルフ場はほとんどがスルーでのプレイです。夜は北見

名物の焼肉、煙モクモクの七輪での網焼きで、とても美味しく頂きまし

た。その後は北見クラブ山田会長経営のＢａｒ（偶然にも泊まっている

ホテルの真横）にも連れて行っていただき、昼は歯医者さん、夜はＢａｒ

マスター、ワイズでは会長。なかなか良いキャラクターですね。 

 25日午前中は北見市内をぶらぶら散策、北見薄荷（ハッカ）記念

館や1914年に建てられたアメリカ人宣教師のピアソン夫妻が住んで

いた建物を見学しました。設計者が東山荘の設計もしたヴォーリズ

で、また近江兄弟社とも関わりが深かったと聞き、とても親しみを覚えました。午後からは部会に出席、

懇親会と二次会を楽しみました。北海道は広いのでみんなが一堂に会することも大変だな～と思い

ました。 

26日これまた午前中は古賀ワイズが屈斜路湖そばにある露天風呂に案内してくれて混浴

の露天風呂を堪能、硫黄山、川湯温泉（足湯）、霧でない摩周湖（霧が無い摩周湖はな

かなかないそうで、だから「霧の摩周湖」という歌があるのだと納得）美幌峠、と超特急ダンガ

ンツアー。北見に戻ってきてオホーツク塩焼きそばを堪能した後、又午後からゴルフ。北海

道のゴルフ場は難しい。最終日は朝からオホーツク流氷館、網走鑑別所へ。オホーツク流

氷館ではマイナス15℃を体感、その日は帰った時東京が３６℃ということでしたから約５０度

の温度差を一日で体感しました。網走鑑別所では鑑別所の歴史を知り、重要な任務を持って作られた鑑別所だったこと

に大変ショックを受けました。その後女満別空港に向かう途中の道の駅でここしかないという「シジミのラーメン」を食べ、とて

も美味しかったです。４泊５日の北海道を堪能し、ワイズの仲

間に感謝して旅を終えました。古賀ワイズ、藤原ワイズ、北海

道部の皆さまありがとうございました。チミケップキャンプ場ツ

アーを組もうかな。本当に素晴らしいですよ。一

度行って見る価値あります。チミケップスマイルを

是非お願いします！ 

 



 在 籍 者  18  名  ８月スマイル \     １２，５００ 

 出 席 者   14  名  スマイル累計 \   ６７，３６０ 

 ゲスト・ビジター   2  名    BF現金 ￥        0 

  メイキャップ   0   名   YMCA基金 ￥  11,686 

 広義・功労会員    3   名  8月出席率       80％ 

編集後記：８月のＢＢＱ例会が台風でキャンセルとなり、８月の例会は役員会と兼ねて実施されました。また9月例会は部大会と

兼ねて行う事となりました。諸事情ブリテン配信が大幅に遅れましたことをお詫び致します。10月は行事が盛りだくさん。頑張り

ましょう。       http://numazu-ys.jp  E-mail: mail@numazu-ys.jp                   ブリテン担当 Ｍ                                   

           ８月例会・役員会 

 出席者：泉、渡邉、相磯、菅沼、杉谷、鈴木、山野、長谷川、大山、小林、稲田、平野（１２名） 

①７月他クラブ初例会訪問：延べ３０名 

②第７３回国際大会（韓国麗水）参加：渡邊、相磯 8/9～8/12 

               ③7/29（日）第１回富士山部評議会：メネット委員選任については継続審議 

        ④8/18（土）所沢クラブ訪問：鈴木、渡邉 子供食堂開催 大人３００円、子供無 

        ⑤８/２５（土）北海道部会出席 泉会長、渡邉 

        ⑥ＢＦ（切手収集）状況：山野 外国切手230g 日本切手215g 

審議事項 

①じゃがいも等販売・配送事業：小林  

  10/13（土）集合時間7:15旧三信三島南支店跡地  

  10/15（月）配送あり ※注文表は９月１７日（月）ファックスで小林まで 

②沼津福祉まつり（カレーライス販売）：10/8（月）参加者確認は９月 8/29打ち合わせあり  

③１１月移動例会：（案として）11/13（水）彦根、11/14（木）京都トップス訪問をどうするか←検討中 

④富士山部大会（沼津クラブ９月例会）：９月３０日 会費６，０００円 会場検討中 

⑤１０月例会：インド・ハイデラバードクラブから６名迎えて10/11(木)実施予定  

 10/11（木）より３泊予定   10/12（金）浜岡原子力発電所見学予定 

⑥９月役員会：９月１１日（火）に実施 １８：３０～ 

 ＜今後の予定＞  

９月３０日（日）富士山部大会（沼津クラブ９月例会） ニューウェルサンピア 

１０月６日（金）沼津福祉まつりの仕込み作業 湯の国会館 １６：００集合 

１０月７日（日）ＹＭＣＡドレミ合唱団 沼津芸術祭参加 

１０月８日（月）沼津福祉まつり キラメッセ 

１０月１１日（木）１０月例会（インド・ハイデラバードクラブから６名迎えて） 

１０月１３日（土）じゃがいも等販売・配送事業 集合時間7:15旧三信三島南支店跡地 

１０月１５日（月）１０月役員会           


