
   NUMAZU  JAPAN CHARTERD，1967 

   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』    

 

   10月例会 プログラム 

 10月11日（木）  ニューウエルサンピア沼津 

 IBCインドハイデラバードクラブのメンバーをお迎えして 

           司会：稲田(Inada)Y’s 

開会点鐘       泉(Izumi) President 

開会の言葉      長谷川(Hasegawa)Y’s 

ワイズの信条・Song  相磯（Aiso)Y’s 

会長挨拶       泉（Izumi) President 

ゲストビジター紹介  泉（Izumi) President 

Y’s Men’s Club of Hyderabad ご挨拶 

           Ysm. V. Vijaya Kumar   

プレゼント交換 

食前の感謝      平野（Hirano)Y’ｓ 

会  食 

マジックショー    大村保二 様 

誕生日・結婚祝い   

クラブ連絡事項・出席率スマイル報告 各委員会  

閉会の言葉      大村（Ohmura)Y’s    

閉会点鐘       泉（Izumi）President       

2018年 10月 THE Y’S MEN’S CLUB OF NUMAZU 

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

  ☆October☆  

 Happy Birthday 

 10/25 片岡メネット 有香さん 

 Wedding Anniversary  

  10/18 泉 文雄Y’s  

         

        

 

    

    ～今月の聖句～ 

   

  見よ、わたしはあなたの前に使い 

  を遣わして、あなたを道で守ら 

 せ、私の備えた場所に導かせる。 

 

   出エジプト記 23章20節  



 ９月例会   沼津YMCAセンター   9/30 

９月の例会は富士山部大会と同時開催の予定でしたが、超大型台

風が日本列島縦断するとの嫌な予報、部大会の方はご遠方よりお見

えになるかたの足を心配して早々に延期を決定しましたが、クラブの例

会は台風接近の中メンバー８名のみで開催した。１０月以降の予定の確認や部大会

の延期の仕切りなおしの会となった。 

    お知らせ：富士山部大会（沼津クラブホスト）は１２月１日（土）に延期になりました。 

   １０／８  ぬまづ福祉まつりに参加して    CS委員長 鈴木美代子 

10月8日ぬまづ福祉まつりに沼津ワイズメンズクラブとして今年も参加致しました。全体第

9回目の開催になりますが、ワイズの参加は7？8回目だそうです。今迄出店経験の有る、

菅沼ワイズ、相磯ワイズの即戦力には、本当に助かりました。出店は65団体位の参加で

開催されましたが、広い会場一杯にこの日の為にご来場下さった皆様には感謝です。 

「福祉って普通のこと」を合言葉に、車イスウォークラリーや、福祉機器展、震災孤児支

援バザー、ステージ演奏、パスタやハワイアンフード、創作カレー等の飲食ブース他、「楽

しい」ブースが盛りだくさん！ぬまづ福祉まつりは私自身初めてでしたが楽しく参加出来

てとても有意義な経験をさせて頂きました。 

カレーの仕込みは１０月3日の15時より、湯の国会館のキッチンをお借りして相磯ワイズ、菅

沼ワイズ、助っ人の佐藤さん、私の4人で行ないました。この日はポークカレー、赤、黄色パ

プリカの下拵え、サフランライスの試し炊きなどを行ないました。 

8日当日は6時30分からティンクルさんのキッチンをお借りして11升のサフランライスの炊き出し、ブロッコリー、フライ

ドポテトの準備、10時より販売開始 11時30分頃から次々に来店者有、最終的

に165食完売出来ました。7時から朝の全体準備には、山野ワイズと泉会長早く

からのお仕事有り難うございました。大山ワイズに於いては、最後の全体片付けま

で有り難うございました。他には、佐藤さん、山田さん、内藤さんご協力ありがとうご

ざいました。トマト、ポークカレーは大好評でした。来年からもワイズメンバーで楽し

く参加出来ると良いですね〜！！メンバーの皆様お疲れ様でした。  

参加者：菅沼ワイズ、相磯ワイズ、杉谷ワイズ、大村ワイズ、鈴木 

じゃがいも、かぼちゃ販売：長谷川ワイズ、大山ワイズ、山野ワイズ 

        会長メッセージ（つぶやきNo’39）       泉 文雄 

一度有る事は二度、三度あるとは良く言ったものです。①７月２９日沼津夏祭り後の早朝一斉

清掃台風１２号の影響により中止②８月８日沼津クラブ納涼例会（バーベキュー例会）台風

１４号の影響の為中止③９月３０日富士山部部大会は台風２４号の影響で１２月１日に変

更。とこんな状態もう四回目は無いことを祈るしか有りませんね。部大会の中止については２７

日の朝他クラブの会長様のメールで決断、登録をして頂いているメンバーに午前中に電話連

絡。大変な決断でしょうが良い決断ですねと言う言葉に安堵しました。当クラブのメンバーの方

には実行委員長の勝手な判断、申し訳ないと思っておりますが、結果良ければすべて良しで

流してください。１０月１日に予定していた富士山部のゴルフコンペも６組の予定をしていましたが、やはり延期とさせて

いただきました。エントリーして下さった方々にはお詫び申し上げます。 

訃報：１０月１日（元）富士宮クラブの中村武志君が逝去されました。長い事富士宮クラブに貢献されておりました

が、病には勝てず６月で退会を致しました。退会をしたからもうワイズメンではないから・・と杓子定規に考える人もい

るかもしれませんが、その時にワイズってただそれだけなのかな？って思いました。違うと思います。今まで一緒に活動

した仲間ではありませんか。ただの友達クラブっていうのなら、ワイズ活動の意味や意義をもう一度考え直したいと思

います。 



       アジア太平洋地域大会”マーシャル募集の旅日記 

           ～その１ 韓国・麗水国際大会編～      相磯優子                                                                                                                             
 

今年度は、来年、仙台市で開催される第２８回アジア太平洋地域大会実行委員会・マーシャル委員長を拝命したことも

あり、日程の許す限り、体力の続く限り、東西の部会、記念例会を訪問しようと目標を立てました。従ってこの「“アジア太平洋

地域大会”マーシャル募集の旅日記」は連載企画となりそうです。どうぞ旅の無事をお祈りください！ 

第２１回東日本区大会準備も佳境にさしかかる頃、パスポートの有効期限を確認する暇もなく、諸般の事情と勢いで、第７

３回国際大会にあれよあれよと登録してしまいました。 

もちろん田中アジア太平洋地域会長のKick-offミーティングでの来年のアジア太平洋地域大会のアピールというミッ

ション遂行のためです。決して気乗りはしていませんでした。(実際はカラオケ、焼き肉、

YMCAダンスなどノリノリだったのですが・・・）大会の二日目のクルージングツアーの船上

で“来年仙台来てくださいね！”と名刺を配りまくっていたところ、九州部のお二方がマー

シャルに立候補して下しました。アメージング！麗水ありがとう！本当に国際大会に行っ

て良かったと思える出来事でした。重要なミッションの方は、会の最後にPR動画視聴後、

実行委員会メンバーで登録の呼びかけをしっかりと行って参りました。しっかりやったおかげ

で、ミュージカル“NANTA”の観劇行のバスに乗れなかったというオチ付きで。 

Y’s Men’s Club of Hyderabad 
Chartered : 1958 

Dear President Miho Watanabe San, Hitoshi Hasegawa San & Distinguished Guests & 

My dear Members of Y’s Men’s Club of Numazu, 

I bring warm Greetings and Best Wishes from Y’s Men’s Club of Hyderabad. 

We, the Members of YMC of Hyderabad, are very happy to participate in the Special Meeting organised on the 

occasion of 50th Golden Jubilee Year Celebrations of Y’s Men’s Club of Numazu. It is a great pleasure for all of us 

to share your joy and happiness. 

We truly feel honoured to be here on this Special Occasion as a team from Y’s Men’s Club of Hyderabad, which is 

having an Unique International Brother Club Triangle relationship with          Y’s Men’s Clubs of Hikone & Numazu 

in Japan. 

The Y’s Men’s Club of Numazu is a very active and most vibrant Club in Japan East Region. It has always promoted 

the ideals of our great Movement and it has earned a special place in Y’s Men World. It has a strong, committed 

group of Y’s Men and Women who can take up any challenge and deliver. It is the biggest strength of Numazu 

YMC. Your focus on International Brother Clubbing and Promoting International Brotherhood is praiseworthy. 

Well, My association with the members of this Club dates back to the year 1992. It was my maiden visit to Japan 

and we had an opportunity to visit Numazu with our Y’s Men Friends from Hikone with whom we have IBC Rela-

tionship since the year 1964 - 1965. The visit to Numazu has given us a great opportunity to interact with Mem-

bers of your Club. Ever since, we developed a very nice relationship with all the Members of Numazu Y’s Men’s 

Club.  

It is a matter of great pride for us, in Hyderabad, to have a wonderful IBC relationship with Numazu Y’s Men’s 

Club. We have been constantly making efforts to promote Friendship, Fellowship and Understanding between the 

People of Japan and India. The Cultural Exchange visits organised from Numazu to Hyderabad under the leader-

ship of Hitoshi Hasegawa San have further strengthened our Bonding.  

50 Years of active service to community is a great achievement. It is a very important Milestone. Hearty Congrat-

ulations to you and all the members of Numazu Y’s Men’s Club on this special occasion! 

We wish you many more years of fruitful service.   Good Luck! 

Together Let’s Move Forward!!Thank you very much for giving me this opportunity. 

Regards,Ysm. V. Vijaya Kumar  PICM & PISD  Y’s Men’s Club of Hyderabad 



 在 籍 者  18  名  9月スマイル \          0 

 出 席 者    8   名  スマイル累計 \   ６７，３６０ 

 ゲスト・ビジター   0  名    BF現金 ￥        0 

  メイキャップ   5   名   YMCA基金 ￥  11,686 

 広義・功労会員    3   名  8月出席率      86.7％ 

編集後記： 会長がメッセージにも書いてくださっておりますが、今年は台風の当たり年？まぁ当たる事当たる事！あらゆる行

事が台風に当たります。 こんなに当たるのでは宝くじも絶対当たるのではないかと思っているブリテン委員です。  

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

            9月活動報告 

９月３０日（日）９月例会    １０：００～１１：３０ 沼津ＹＭＣＡセンター 

出席者；稲田、相磯、菅沼、大山、長谷川、大村、山野、平野（８名） 

9月例会は富士山部会終了後に行われる予定でしたが、富士山部大会が台風24号で延期になったため 

YMCAセンターで開催されました。 

◎例会内容 

→今後の事業についての確認事項 

①富士山部大会 実施日 １２月１日（土） 内容は９月３０日と同じ 

＊詳細な準備については、１０月、１１月の役員会で確認する。 

②１０月例会：１０月１１日（木）にインド・ハイデラバードクラブ５名を迎えて実施。 

＊１０月１１日の三島駅への出迎え担当：長谷川、小林、平野 

＊５人分の贈り物準備担当：相磯 

③沼津ふくし祭り参加：１０月５日（金）予定のカレー仕込みは１０月３日（水）に変更。当日は十勝

クラブからのじゃがいも、カボチャを店頭で販売する。担当：長谷川、大山、山野、山野、平野 

＊７：００～各団体の代表集合（泉会長＆山野ワイズ） 

④１０月１３日（土）じゃがいも等配送：杉崎さんのトラックを提供してもらう 

⑤１１月例会、１２月例会は次の１０月役員会で検討する。 

＜今後の予定＞ 

１０月１３日（土）じゃがいも等販売・配送作業 集合時間７：１５旧三島信金三島南支店跡地 

１０月１５日（月）１０月役員会１８：３０～  じゃがいも配送（5人参加予定） 

１０月２７日（土）ＹＭＣＡどれみ合唱団  大平ノアノアテラス訪問 

１２月 １日（土） 富士山部 部大会 

他部・他クラブ訪問： 

９／９（日）京都部会 相磯優子、鈴木美代子、渡邉実帆  

      京都部メネットのつどい 泉文雄 鈴木美代子 渡邉実帆 

９／１０（月）伊東クラブ ９／１２（水）富士クラブ ９／１３（木）御殿場クラブ 全て渡邉１名 

９／１９（水）町田地域新クラブ第６回準備例会 渡邉実帆 

９／２２（土）北東部部大会 相磯優子                以上報告  書記 平野 


