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 第３８９号    １０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１０月度例会プログラム 

 

時間     2018年10月11日（木）18時30分～ 

場所     東山荘 

受付   小野麻利子Y’s・金光京子Y’s 

司会   長田尚弥Y’s 

 

 

１ 開会点鐘 若林会長 

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 若林会長 

７ ゲスト・ビジター紹介 若林会長 

８ 食前感謝 小野麻利子Y’s 

９ 卓話（折り紙で遊ぼう） 湯山宜麿氏 

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 若林会長 

   

在籍数   24名 メネット  1名 ｽﾏｲﾙ報告    14,000 BF活動切手      0pt 

出席者   15名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計    83,000 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    4名 ゲスト  0名 YMCA基金    3,110 累  計      0pt 

出席率  62.5％ ビジター  3名 YMCA累計       10,502     

修正出席率  79.2％ 出席者合計       19名       

9月例会報告 

10月お誕生日おめでとう 

 １日 杉山平太郎ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

 ５日 勝俣徳男Y’s 

 ２7日 長田和子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  
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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  10月22日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  10月9日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   10月8日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  10月16日(火) お食事処 松韻 

下田クラブ  10月17日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 10月24日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 10月11日（木）YMCA東山荘 

富士クラブ 10月10日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 10月23日(火) パテオン 

～善いサマリア人より～ 

行ってあなたも同じようにしなさい。 

（ルカによる福音書１０章３７節） 

今月の聖句 

10月ご結婚おめでとう  

 自己申告してください。 

東山荘奉仕作業  

                    長田和子               

 東山荘草刈り奉仕作業予定の9月8日は台風21号や北海道

地震と大きな災害が続いたあとで、朝から雨。長靴・雨カッパを

用意して出かけるも、雨足が強くなって来たので東山荘に電話

を入れると中止というので家にもどる。その後、渡辺さんよりバ

ザー用品の値付けの作業があると連絡をもらい再び出かける。

すでに現職員達で作業が始まっていた。コストコ提供の衣類、

おもちゃ、文房具、車用品、クツ等、たくさんの品物が運びこま

れ山積みです。 

それらの品を、子供用・大人用・夏物・冬物等に分けて皆で値

踏みし、高橋さんがハンドラベラーで手際よくつけて、11時30分

終了。大きなビニール袋に入れられた品物で6畳間がうめつくさ

れました。 

品物は29日のふれあい広場で販売され、収益金は東山荘御

殿場ワイズ名で西日本豪雨災害支援と北海道地震被災支援

にあてるとの事です。当日の天気が気にかかるところです。その

後、おいしい焼きそばをごちそうになり解散しました。 

出席者は、若林会長・金光Y’s・渡辺Y’s・芹沢Y’ｓ・高橋Y’s・

岩田Y’s・山本Y’s・鈴木Y’s・小野Y’ｓ・杉山將Y’s・長田Y’

s・前原Y’s・堀口Y’ｓのメンバーでした。 

 ワイズに入会して１０年      

             前原 末子 

１０年ひと昔と言いますが、過ぎてみれば本当に

早いものです。 

木村さんに誘われた時は、すぐに辞めさせてもら

おうといい加減な気持ちでおりました。 

知っている人はほとんどいない状態、東山荘すら

も来た事も無いくらいな所でした。何回か例会に

出席すれば慣れるだろうと思い、忘れなければ出

席したような気がします。 

会員の皆様ともすぐに親しくさせて頂き、だんだん

楽しくなりました。 

入会して２・３年目から役が回ってきて、それから

は毎年のように忙しい思いをしてきました。それも

どうせやるなら楽しみながらという気持ちでやって

きたように思っております。 

役も引き受けるときは、不安がありますがクラブの

人が応援してくれて一人では何も出来ないことを

実感致しました。一人や二人では何も出来ないと

言うことです。 

ワイズに入会して良い仲間に出会えたこと、本当

に感謝しております。 

クラブの皆様には、今もお世話をお掛けしておりま

すが、よろしくお願い致します。 

これからもワイズメンとしてどの位続くか分かりませ

んが、年を重ねて行くことがすばらしいと思える、

そしてこれから入会してくれるであろう若い人たち

に、頑張ってねとエールが送れる人間でありたい

と思っております。      

 

                                高橋啓子 

9月29日（土）AM8：30集合でふじざくらにて御殿場市福祉協議

会による“ふれあい広場”が当日は雨天の為、屋内会場にて開

催されました。 

御殿場ワイズメンズクラブは堀口Y’sのお力でコストコの衣料等、

すべての新品の物を超価格で販売する事ができました。このバ

ザーの売上は西日本豪雨災害と北海道震災等の支援金にしよ

うという目的もあり、堀口Y’sが会場内の人々に声高にPRされま

した。 

当ｸﾗﾌﾞの担当会場は２階だったので人出はどうかと心配したの

ですが、全く問題なく、１０時ｵｰﾌﾟﾝを待てない程の売れゆきで、

特に子供服については１人の人が何着もかかえ込んで買うな

ど、飛ぶように売れました。途中、品薄になり、堀口Y’sが東山

荘に残してきた物を取りにゆき、価格を付けながらの販売で大忙

しでした。午後２時３０分の片付けの合図を待たずに殆ど売上げ

終了しました。 

今回は屋内会場だったので、テント設置もなく、展示スペースに

は余裕があり、汚れる心配もなく、ヨーヨーはできなかったが雨天

も悪くは無いと感じました。 

最終的に売上金額は108,090円でした。値段付けから始まり、

本当に皆で頑張りました。ご苦労様でした。 

第35回御殿場市ふれあい広場 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


9月例会報告 防災都市御殿場づくり体験の日 

ＢＦだより   

～御殿場ワイズから東日本区へ～ 
 金木犀が香しい季節になりました。皆さまいかがお

すごしでしょうか。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報告をさせていただきたく思い

ます。 

 今月は小野さんから1015ｇ・長谷川さんから

1000ｇ・鈴木さんから750ｇ・芹澤次子さんから700

ｇのプルタブのご協力をいただきました。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！ 

また来月もご協力お願いいたします。 

 

 

高橋Ｙ’s・神野Y’sが敬老会で披露されるという『お

ひまなら来てよね』の踊りも見せていただきました。 

たのしいひと時もまたたく間に過ぎました。 

誕生日のかたは6名・結婚記念日の方は1名でした。 

スマイル・YMCA基金の報告のあと、閉会の言葉・会

長の閉会点鐘で閉会となりました。 

                 鈴木千代子                             

 暑さの厳しかった夏の後、急に涼しくなり、今日の御

殿場の気温は22度という中、9月13日東山荘バーベ

キュー会場で親睦例会が行われました。 

会員16名・ビジター・渡邊実帆富士山部長・三島クラ

ブから、藤田会長・光永Ｙ’s・野木メネットの方達にも

参加していただきました。 

 前原Ｙ’sの司会で開会の言葉・若林会長の開会点

鐘・ワイズソング・ワイズの信条と続き、堀口Ｙ’sが聖

句『剣はさやに納めなさい、剣を取る者は剣に滅びる』

でした。 

 会長の挨拶は、9月2日『防災都市御殿場づくり体

験』9月6日『理事運営委員会』9月8日『東山荘奉仕

作業』のお礼と、『前原Ｙ’sが富士山クラブ例会に講

師として呼ばれる』9月29日『ふれあい広場』この後

『富士五湖クラブ月見例会』9月30日『富士山部部大

会』と今後の行事への参加案内等がありました。 

又、若林会長の勤務先の特養老人ホームの方達が、

ぶどう狩りの後、回転寿司に行かれ、皆さん食欲旺盛

でびっくりされたとの事でした。何でも美味しく楽しい時

が過ごされるという事は、長生きの秘訣でしょうか？ 

 食前感謝は神野Ｙ’s・皆様からの沢山の差し入れも

あり、楽しいバーベキューの始まりとなりました。大いに

語り合い、盛り上がり有意義な時を過ごしました。前日

より山本Ｙ’sが買い物に、そして、当日は長田尚弥Ｙ’

sとレストランの方達には野菜・イカ・エビ等の下ごしら

えをしていただき本当にありがとうございました。 

 渡邊富士山部部長より、富士山部部大会参加のお

願いと、韓国大会・メネット会連絡委員をされているそ

うで、これらの報告がありました。三島藤田会長から

は、9月1日の種まきのお礼もありました。皆さんの一

言と続いた後、堀口Ｙ’sが食後の体操という事で、と

ても面白く楽しいひと時となりました。又、渡邊富士山

部部長の美しい唄声に合わせ、皆で輪になって『幸せ

なら手をたたこう』で手をたたいたり、足を鳴らしたり、

肩をたたいたりと、とても和やかでした。 

                 山本 光子 

災害の続く日本列島、9月1日には猛烈な台風

21号が日本の南の太平洋上に発生、4日には西

日本上陸の恐れありと言うニュースが流れる中、

東山の子供たちやガールスカウト、ボランティアそ

の他、総勢172名の参加を得て避難所体験の日

が開催されました。 

冒頭ＹＭＣＡの光永さんより、東山荘は御殿場

（東山地区）の避難所である事を会場のみなさん

に伝えました。 

実行委員長内海重忠様、東山区長様、危機管

理課代表の方、3名さまよりご挨拶を頂き其の

後、ちびまる子ちゃんの「地震を考える」我が家の

防災、と題してＤＶＤを見ました。まる子ちゃんが

防災に対する危機意識が低い家族に、子供なが

らに、いろいろ提案しますが聞く耳を持たず、いざ

災害に遭うと何をしてよいのか分からず、避難は

したものの眠っているまる子ちゃんを忘れた事に

気づいた、という話でした、大切な人や物を失わ

ない為にも、生活必需品の備蓄、家具の固定

等、防災訓練に参加、そして家族全員で話し合

う事で危険予知能力を養うことが肝要であると思

いました。 

防災意識が少し高まったところで、防災カード

ゲーム（クロスロード）や各体験場所に分かれまし

た。 

内容 1．防災体験カードゲーム（クロスロード）御

殿場市危機管理課指導 

7人のグループを作り（ＹＥＳ）Ｙカード、（ＮＯ）Ｎ

カードで答える。 

色々な災害の場面を想定した問題の中には、ど

ちらとも言えない、現状を見て判断するしかない

と感ずるものもありました。又、7人のグループの

中で一人だけ違ったカードの人がいた場合、少数

人数として考えを発表しました。 

2.ペットケア体験（御殿場市、富士市保健所チー
ム他） 

ペットの身を守る、たくさんの人と共同生活を考え
る、ペットの備えは飼い主の責任などなど、いろい
ろ教えて頂きました。 

タッチケア体験（タッチケアハウスＭotherese）セ
ラピスト指導 

避難所で簡単にできる手のタッチケアを教わりま
した。手の持つ優しい温もりは、不安やストレスを
和らげます。 

3.人力車タイプ新型車いす体験（御殿場ワイズメン
ズクラブ）  

 段ボールベッド組立体験  （御殿場ワイズメンズク
ラブ） 

 新聞紙で紙スリッパを作る体験（御殿場ワイズメン
ズクラブ） 

支柱を立てた段ボールベッドは、とても立派な出来
栄えでした。又、新聞紙で作る紙スリッパは5分程度
で簡単に作れ、多くの人達に教える事ができました。
御殿場ワイズメンズクラブ頑張りました。 

毎日、北海道の地震災害情報が流れている。これ
からも、もっと規模の大きな災害が起きそうである、
最近の大自然（地球）の暴れ様は凄いものがありま
す。過去の大きな災害の教訓を生かし、私達はまず
災害に対する意識の向上を図ることが大切だと思い
ました。 

最後に我らの会長、若林久美子Ｙ’sが大きな声で
爽やかに会を閉じ、参加者で森のレストランに行き、
美味しいロイヤルカレーを食べて終了しました。 

御苦労様でした。 

三島クラブお手伝い 
                            渡邊 芳子 

9月1日、暑かった夏の終わりスカイウォークの見渡せる畑

で農作業のお手伝いにでかけました。ブロッコリーと白菜の

苗を植え、人参の間引きをしました。去年の冬、沢山の野

菜を頂き、お礼を兼ねてのお手伝いの筈でしたが、気持

ちのいい爽やかな風の中、とてもいいひと時を経験できま

した。私は無知で人参も大根も間引きをしたものは植え替

え出来ないと初めて知りました。収穫が楽しみになりまし

た。 

参加者は、前原Y’s・芹澤Y’s・髙橋Y’s・金光Y’s・渡邊

Y’sの5名でした。 


