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 第３８８号    ９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９月度例会プログラム 

 

時間     2018年9月13日（木）18時30分 

場所     東山荘(バーベキューセンター) 

受付   小野麻利子Y’s・金光京子Y’s 

司会   杉山將己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 神野裕子Y’s 

９ バーベキュー  

１０ 皆さんのひと言  

１１ 誕生日・結婚記念日祝い 各自 

１２ スマイル・ＹＭＣＡ基金 渡邉芳子Y’s 

１３ 閉会の言葉 司会 

１４ 閉会点鐘 若林会長 

在籍数   24名 メネット  0名 ｽﾏｲﾙ報告    34,000 BF活動切手      0pt 

出席者   18名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計    69,000 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ    4名 ゲスト  2名 YMCA基金    3,825 累  計      0pt 

出席率  75％ ビジター  2名 YMCA累計       7,392     

修正出席率  100％ 出席者合計       22名       

8月例会報告 

９月お誕生日おめでとう 

１２日 若林 雅美ﾒﾈｯﾄ 

２１日 内海 昭美Y’s 

２２日 杉山 博恵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  9月24日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  9月11日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   9月10日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  9月18日(火) お食事処 松韻 

下田クラブ  9月19日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ 9月26日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 9月13日（木）YMCA東山荘 

富士クラブ 9月12日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 9月25日(火) パテオン 

剣をさやに納めなさい。剣を取る者は皆、

剣で滅びる。 

（マタイによる福音書２６章５２節）  

今月の聖句 

９月ご結婚おめでとう  

 自己申告してください。 ２４日 小野 麻利子Y’s 

２７日 勝又 貴恵子Y’s 

２８日 堀口 廣司Y’s 

ー運を上げる生き方ー 
笑い文字普及協会代表 廣江まさみ先生の講演会から 

杉山聰子 

「運」という字の中の「車」は、くるまを上から見た字、戦車

だそうです。 

「うかんむり」は、これは戦車が旗を揚げてなびかせて

走っている様。 

「しんにょう」は、「道」をあらわしている。 

戦車が旗をなびかせて、道をどんどん進んでいく様子を

表している字だそうです。 

「私は運がいいよ！」って、常に人からわかるように旗を

ふる。「運がいい！」と自ら思い込み、周りからも「運がい

いね」とそう思われるような道を行くことでしょうか。 

「運を上げる生き方」とは、自分を「運がいい」と思い込む

こと、心のあり方ではないでしょうか。 

運がいい人、悪い人の違いは、これではないかと思いまし

た。人の脳って「私は運がいい」と思い込むと、そういう思

考になって行くらしいです。 

私は自分のことを「晴れ女」だといつも思っています。 

自然の力なんかに勝てるわけ無いのに・・・。 

私がどこか行く時、台風が来ていても、台風は何処かに

行ってしまい晴れてきたり、不思議なことが本当に多々起

こるのです。でもそれも、考えてみれば私の思い込みでし

かないのです。きっと、どしゃ降りのときもあった

かもしれない。 

そういうことは忘れてしまう。 

私は「晴れ女」なんです。 

 

「運を上げる生き方」は 

自分は「運がいい」と遠慮しないで堂々と思うことからだと

思います。 

日本高校会議所総会 報告 
髙橋 啓子 

 8月4日（土）日本高校会議所総会が富士宮市民会館にて

開催されました。日本高校会議所は平成28年2月に富士宮市

内の5校の高校生が富士宮高校会議として、立ち上げスタート

を切ったそうです。その内容は市内高校生が連携し、高校生

の視点で地域復興、ビジネスの手法を実践から学び、進学や

就職に向けての学習意欲の増進と共に地域における人材育

成などを目的にしたものです。 

 富士宮ワイズメンズクラブが後援団体として特に力を入れて

おられる様子がみられました。 

 開会式終了後、第一回高校生地域活性化プロジェクト発表

大会が行われ、書類審査を経た6校の高校生チームによる発

表がありました。北は北海道から、南は兵庫県までの高校生が

一堂に会し、熱気を感じました。 

―発表内容― 

下田高校南伊豆分校チーム 

 農業経営の見直しを計るため、野ブキと河津桜を地域作目

にしぼり、野ブキはさまざまなチャレンジをし優良なブランド名種

として確立させ、河津桜は夏の日よけに冬は花材として、正月

用のお花として高名化する事など努力している。 

北海道チーム 

 教育への多様な思いをぶつけ合い、様々なテーマを掲げ議

論し、「Thinkyo北海道」と名をうって、2017年～2018年の間5

回にわたり行われ参加者の増員が展開されている。 

あかし高校会議所チーム 

明石蛸を中心テーマとし、蛸のクイズ選手権大会を行ったり、

ケーブルテレビの舞台運営への協力、明石蛸半夏生縁日を開

催するなど蛸を型どった帽子をかぶり頑張っております。 

千葉県チーム 

 耕作放棄地や空き家の増加に危機感を感じ「学びはエン

ターテイメントだ」という事をコンセプトとし、空き家と耕作放棄地

をリノベーションし、塾を運営する。小中高校生の子どもを持つ

教育に関心の高い親や、地元の学生をターゲットとし「対話」と

「実践」による学びを提供する。 

藤江北高校チーム 

 浜松市水窪町にて、過疎化地域の活性プロジェクトチームと

して3年前から活躍している。志太地域で採取した天然糀菌を

利用しての地酒づくり、その酒粕利用の本校生産の「北高味

噌」の商品化、これら開発商品と掘り起した地域資源観を活用

した観光ツアーを実施、空き家等を地用した高校生農家民宿

の計画など、頑張っている。 

富岳館高校チーム（富士宮） 

 東日本大震災の津波により壊滅した宮城県鳴瀬川等の堤防

の法面緑化、水田地帯は塩害による米の減収に対する再生

対策に臨んだ。富士宮は製紙の町、その製紙の廃材を利用

し、先進性に富んだ新たな土壌改良資材を研究開発し、安定

したシバの成長を可能にし、鳴瀬川の法面緑化実施した。

又、塩害の稲作についても収量が増加した等、その効果を

確認した。 

 現在海外の塩害対策、乾燥地の緑化、農業対策の為砂

漠化に悩むモンゴルを訪問し、現地高校生との意見交換を

する等、大活躍をしている。以上、各チームの並々ならぬ

努力とその成果の素晴らしさに感動し、高校生の力強いパ

ワーに明るい未来を見た思いがしました。 
※尚、この総会に芹澤Y’s、高橋が前日に急に思い立ち都合

がついたので2人で行ってきてしまいました事、ご報告致します。 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


8月例会報告 夏祭りに参加して 

ＢＦだより   

～御殿場ワイズから東日本区へ～ 
 秋風が心地よ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303ｇの切手、杉山博恵さんか

ら177ｇの切手と1,660ｇ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。  

杉山博恵  

 ８月５日（日曜日）いよいよ今年も御殿場夏祭りの

当日です。 

 まず、会場設営のテント張りですが、その時間は

熟女のメンバーが多く男性メンバーは井田Ｙ’ｓのみ

だったので、やっとのことでテントを張り終えたという

感じでした。次は設置場所です。昨年は目の前の

道路に対して少々斜めにしてお客さんに分かりやす

いようにしたとの事で、今年も同じようにすることにな

りましたが、この斜めの角度が微妙な角度でして、

何回も移動してやっとのことでテントが固定されまし

た。次はルー・ご飯・福神漬・スプーン・容器・会計

などそれぞれの位置付けをして、東山荘の皆さんの

お力をお借りしてテント内のガス、鍋等の設置が終

わり、客席の準備が整い、看 板設置やメニューも

飾られ、最後にテント内の照明を杉山將己Ｙ’ｓが

準備してくださいました。 

 本通りの方では１６時から商店街が歩行者天国に

なり、「わらじ祭り」を始め「富士学校の音楽隊」や

「神輿」等が催されていたようですが、我々はそれら

の音さえも聞こえないくらいに”ロイヤルカレー”の販

売に集中しておりました。ちなみに皆さんはよくご存

じのことと存じますが、”ロイヤル カレー”と命名され

たのは、当時の皇太子さま（現天皇陛下）が以前東

山荘にお越しになられた時に、お替わりをされたこと

から”ロイヤル”となったということです。 

 １６時３０分頃からお客

さんが見え始め、１８時頃

は目の回るほどの売れ行

きになりました。お客さん

の中に「毎年楽しみにして

いるんです。」と言ってい

ただき、とてもありがたく思

いました。また、井田Ｙ’ｓ

がお相手をしてくださった若い男性は、「美味しいカ

レーですね。転勤が控えているので来年はお祭りに

来れないかも・・・」と言いながら、本当は自分の為

に購入した”焼き鳥”を「私はカレーをいただきお腹

一杯なので皆さんで食べてください。」とＹ’ｓに下さ

いました。〈感謝〉 

 会計小野、ご飯山本、ルー杉山、福神着け髙橋、ドリ

ンク若林会長と今年は担当がほとんど変わりませんでし

た。メリットは、短時間で自分の仕事に慣れ、流れがス

ムーズに行ったことです。デメリットは、担当者がずっと

立ちっぱなしで疲れた

かも？しかし、今年は

１９時過ぎにはご飯が

なくなり完売でしたので

疲れは大丈夫だと思

います。 

 最後に、今回の反省

ですが、昨年ご飯の残が多かったとの反省を受けて、

気持ち位ご飯の盛りを多めにしたところ２００人分の予定

が１７０人位しか販売できませんでした。結果、ルーの

残りをカレー容器に入れ、ルーのみの販売を行いまし

た。販売に関しては中々うまくいきませんが、今年のよう

に尋常でない暑さの中でも、Ｙ’ｓの皆で一つの目的を

持ち、和気あいあいと時間を共有し、楽しいひと時を過

ごすことが出来たことに喜びを感じました。と同時に毎年

このような経験ができるのは、Ｙ’ｓのメンバーの力もさる

ことながら東山荘の皆様のご協力に感謝申し上げま

す。「有難うございました」 

 さあ！皆さん来年も頑張りましょう！ 

夏祭りのご報告 

夏祭りで御殿場ワイズの皆さまの販売したカ

レーの売り上げ金￥13,554をＹＭＣＡ東山荘に

募金してくださいました。御殿場ワイズの皆さ

まの温かいご支援心より感謝申し上げます。 

東山荘スタッフより 

再度！「徳風園」夏祭りのお手伝い！ 

井田 伸太郎 

好天に恵まれた８月１日徳風園の夏祭りのお手伝

いに出かけました。 

９時開始でしたが先発隊はすでに風呂場ではヨー

ヨー作りを開始していました。 

若林久美子会長の挨拶に続き芝刈り機で刈り

取った芝や落ち葉を熊手や竹箒で集めて隣接の林

に堆肥作りの手助けに…。 

熱中症が流行っているので？適宜水分補給しな

がら休憩を摂り作業を進めました。 

テント張りは鉄柱の印ごとに運び分業？しながら完

成して移動・邪魔な木の枝を選定して完了。 

最後は舞台作りです。コードに提灯・電球を取り付

け通電して確かめ紅白の幕を止めて一部完了。仕

上げの花飾りは開始直前に…とのことで作業はほぼ

完了。お弁当を頂き「暑いね…」の連発で本日の作

業終了。室伏施設長様のお礼の言葉で解散！ご苦

労様でした。またお疲れ様でした！ 

参加メンバーは若林久美子会長・杉山將己・神

野裕子・稲葉久二子・高橋啓子・芹澤次子・前原末

子・渡邉芳子・金光京子・井田伸太郎以上１０名の

面々。 

YMCAポジティブネット募金 

～西日本豪雨災害～ 

８月第一例会時、スマイル34,000円を御殿場ワイズ

より西日本豪雨災害の被災地へ募金しました。 

岩田 郁代 

 今年は、ことのほか暑さが厳しく、健康管理がとても難

しいと感じております。そんな中厳しい暑さにも負けず元

気に８月９日（木）18時30分東山荘１号館記念館食堂

で定例会が行われました。司会は100％明るい高橋啓

子Y’sです。 

 若林久美子会長の点鐘で始まり、ワイズソング大きな

声で歌い続いてワイズの信条を読み上げました。 

 聖句については堀口Y’sが欠席したので東京むかで

クラブの長谷川Y’sがワイズメンズクラブに入会した理

由（人にしてあげる余裕を持っていると怖いものはない）

とお話しされ、本当にそうだなと思い入会された事を司

会の高橋啓子Y’sが代続されました。会長挨拶では、

初例会に各クラブに行き顔なじみになって、行くことが

楽しみになってきたそうです。又、8月1日徳風園の夏

祭りにはワイズの人や地元の人が大勢来てくれて盛大

に行われたとお話しされました。8月5日の夏祭りは

早々東山荘自慢のカレーは完売。 

 入会式、内海昭美さんが入会されました。 

沼津クラブ渡辺美帆

富士山部部長からの

お祝いの言葉を代読

されました。来賓挨

拶、久保田康正富士

山部会員増強主査

からは、富士山部200名、今年中には御殿場クラブ30

名くらいにしたいとお話されました。三島クラブ会長さん

は、大根の種を蒔く時手助けをして欲しいとの事でし

た。木村メネットさんから葉書40枚いただきました。  

 スマイル・YMCA基金は西日本災害に送るのでいつも

より多く入れて下さいと司会の高橋Y’sからお願いされ

ました。（一日も早く元の生活に戻るようお祈りします。）

笑いの絶えない本日の定例会は若林久美子会長の点

鐘で閉会しました。 


