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 第３９５号    ４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 

２０１９年4月度例会プログラム 

 

時間     2019年4月14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   山本光子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・ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介 若林会長 

８ 食前感謝 稲葉久仁子Y’s 

９ 卓話  

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  0名 ｽﾏｲﾙ報告    4､783 BF活動切手      0pt 

出席者 20名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計   181,783 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ  0名 ゲスト  0名 YMCA基金   20,000 累  計      0pt 

出席率 83 ％ ビジター  8名 YMCA累計      43,597     

修正出席率 83 ％ 出席者合計       24名       

3月例会報告 

4月お誕生日おめでとう  

     
     

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

は渡邉ドライバー委員長へ連絡の上、ご出席下さい。 

 

熱海クラブ  4月22日(月) KKRホテル熱海 

沼津クラブ  4月9日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   4月8日(月) 暖香園ボウル2F  

三島クラブ  4月16日(火) お食事処 松韻 

下田クラブ  4月17日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ4月24日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 4月11日（木）YMCA東山荘 

富士クラブ 4月10日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 4月23日(火) パテオン 

 

さて、兄弟たち、わたしたちの主イ

エス・キリストの名によってあなたがたに勧告しま

す。皆、勝手なことを言わず、仲たがいせず、心を

一つにし思いをひとつにして、固く結び合いなさ

い。（コリントの信徒への手紙第1章10節） 

今月の聖句 

4月ご結婚おめでとう  

 自己申告してください。 

 

 

次期会長・部役員研修会に参加して思ったこと                                       

                            杉山博恵      

 3月9日（土）に国立オリンピック記念青少年総合センター

で行われた「東日本区次期役員研修会」に、高橋恵子Y’s 

芹澤次子Y’s そして私の三名で、研修に参加させていただ

きました。 

その日は春本番を思わせるような暖かな日差しに包まれ

て、これから待ち受ける“本当に真面目な研修”を考えもせ

ずに、「ここが1964年に東京オリンピックの時の選手村だっ

たんだね。」などと言いながらセンターに向かいました。 

 会は開会式は、各クラブの例会と同じように開会点鐘から

始まり、ワイズソング・ワイズ信条、開会 

挨拶、役員紹介、オリエンテーションと続き、 

第1日目 

研修Ⅰ 

1.東日本区の現状 

2.アジア太平洋エリア・国際の現状 

3.次期会長方針 

4.YMCA理解と支援報告 

5.ワイズ・YMCAパートナーシップ 

研修Ⅱ－1 

「ワイズへの思い―これまでとこれから」 

基調講演 

西日本区将来構想特別委員会委員長 

森田 恵三氏（日本区第38代理事） 

研修Ⅱ－2 

『会員増強―新しいワイズ像』パネルディスカッション 

パネリスト 

森田恵三・宮内友弥・山田敏明・礼梵慶一・伊丹一之各氏 

研修Ⅲ 

「次期事業主任の方針・ディスカッション」 

4グループに分かれ、各事業に関し理解を深める。 

第2日目（高橋Y’sのみ参加） 

研修Ⅳ 

1.IT利用による情報伝達について 

2.ITツール活用について 

研修Ⅴ 

1.部役員・クラブ運営 

 

研修Ⅵ 

分科会 

研修Ⅶ 

ワイズクイズ（研修をしっかり聞いていなければできない問題） 

閉会式 

という内容で、みっちりお勉強させていただきました。敢えて研修

会の内容を記載させていただいたのは、私が今年ワイズ入会10

年になろうとしているのに、歴代の会長方のご苦労を感じることも

なく会に参加していた自分を反省し、ワイズのメンバーも研修の

内容は知っていてほしいと思ったからです。 

 そして、改めてワイズソング・ワイズの信条を考えさせられまし

た。 

ワイズソング 

♪ いざたて（人を誘い、思い立ってことを始めようとする時にい

う語。）「さあ」 

こころあつくし（他者への関わり、程度が深い。）「周囲の人

に対して愛情や恩恵をあらわそう」 

手を上げ 誓い新たに「自ら手あげて、ワイズに入会したころを

思い出し」 

我らの  モットー守る「私たちの行動の目標や指針とする

YMCAを支援する気持ち」 

ふさわし その名ワイズメン「よく似合っているのはワイズメンの

メンバーである」 

たえせず めあて のぞみ「目的をずっと持ち続けて希望を叶

えることができるように」 

この身を 捧げつくさん ♪「自分の持っているものをYMCAに

さしだそう」（私なりの解釈なのでご了承ください） 

ワイズの信条 

１ 青少年のためにYMCAにつくそう 

（以下省略） 

この両者が言わんとしていることは、「ワイズのメンバーは

YMCAを支援して青少年の健全な成長を助ける」ところにあるの

ではと感じました。そして、自分は今まで何をしてきたのだろうか

と思いかえすと、 

東山荘の周囲の草取りと御殿場の夏祭りでのカレーの売り子

しかしていないことに気づき反省しかありません。富士山部の多

くのクラブが活発に活動している中、御殿場ワイズが「YMCAに尽

くし、それが青少年のためになること」って何かないだろうか考え

ましたが、中々思い当たりません。皆さん!人生経験豊富な御殿

場ワイズのメンバーです。来季に向かって良いアイデアを出し合

い、今まで以上に活発に活動しようではありませんか。 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


3月例会報告 
                        

 

             小野麻利子 

暦の上では春というもののまだまだ寒い日が続

く3月14日（木）3月の例会が行われました。 

司会は初めてでドキドキですと言う鈴木千恵子

Y’sの進行です。 

会長の挨拶では館内でインフルエンザが流行

し、外に出られずゼリーを作ってビュッフェをし

たそうです。 

4月から又、カフェのご協力を！との事。 

又、皆さんお元気な内に介護予防教室に参

加して健康維持を！ 

そして、いろいろな事にチャレンジを！と話して

いました。 

食前感謝は急きょ若林市長に近況報告と共

にお話しいただきました。 

卓話は杉山博恵Y’sによ

るマナー講座です。 

”品格を高めるために“を

テーマに挨拶と礼の仕

方、椅子のかけ方・離れ

方、食器の扱い箸使い、

言葉使い等教えていただ

き、普段何げなく行ってい

る所作を改めて見直す機

会となりました。 

杉山さん、ありがとうござ

いました。 

          ＢＦだより   

～御殿場ワイズから東日本区へ～ 

 桜のはなびらが春の日差しに輝きながら 

 舞う季節になりましたが皆さまいかがおす 

 ごしでしょうか。さて、今月はワイズのメン           

 バーからの ご協力がありました。 

   ﾌﾟﾙﾀﾌﾞ･･･ 金光Ｙ’ｓ 900ｇ  

 来月もご協力お願いいたします。 

                  杉山 博恵 

 3月23（土）11時25分、現地で合流予定の堀

口所長を除く13名を乗せて、芹澤さんの運転に

より東山荘を出発！車は東富士五湖道路を通

り、富士吉田 ICを降り、県道137号線を経由し

て、中央高速道一宮御坂ICより中央道に入り、

途中双葉SAと駒ヶ岳SAで休憩を入れる予定で

順調に進みました。車中では、若林Y’sコメット

達がビンゴゲームやなぞなぞを行ってくれ、老若

男女とも頭の柔軟体操ができました。コメットさん

達に感謝です。ゲームをしている間にもう双葉

SAに到着です。山本Y’sがドリンクやお菓子類

を十分に用意してくださったのと合わせて、恵那

到着の時刻も気になったので、ここで各自軽食

を購入して、バスの走行中に昼食をとることにな

りました。15分程度の休憩も終わり再び高速道

へ。その後は皆さまの頭の体操でお疲れのご様

子でした。瞼が重くなり、バスの中がシ～ン。 

中央高速道路と長野自動車道の分岐を過ぎ、

駒ヶ岳SAで再び休憩をとり、恵那 ICを出て、恵

那ラジウム温泉館に予定時刻に16時ちょっとす

ぎに到着です。宿は風情溢れる古民家を思わ

せるもので、各部屋は一戸建て形式になってお

り、一戸一戸趣が異なるものでした。 

お風呂は岩風呂で、ラジウム！珍しい泉質です

から堪能したいと思っていましたが、時間が経つ

のは早いもので、例会の時間になってしまいまし

た。 

今回の合同例会には、奈良クラブ8名、東海クラ

ブ12名、御殿場クラブ15名計35名の参加者に

より、盛大に開催されました。懇親会では各クラブ

の活動内容から世間話まで幅広くトークすること

ができ、「懇親」の文字通りに楽しい時間を過ごさ

せていただき、大変充実した2日間でした。今後も

他クラブとの情報交換を密にして、良いものは積

極的に取り入れ、御殿場ワイズの独自性も生か

し、益々御殿場ワイズが発展するように皆さん力

を合わせて頑張りましょう！ 

   さあ、今回訪問目的の合同例会です。

東海クラブの橋爪さんの司会により会は進

められました。 

ワイズソング斉唱に引き続き、各クラブ会長

挨拶、懇親会、二次会と大盛況のうちに第

一日目は終了しました。（ワイズソングは御

殿場も2番まで歌いませんか？） 

第二日目、8時30分宿泊先を後にして向

かった先は、日本百名城・日本三大山城

にも指定されている、女城主で有名な「岩

村城」です。資料館前からは登山組と車組

に分かれて「城跡」に向かいました。城跡に

は六断層の見事な石垣が、重厚な歴史を

語っているかのようでした。 

また、この城を攻め落とすのは容易ではな

かっただろうな、と思わせるほどの山頂に築

かれていました。徒歩で登城した皆さま大

変お疲れさまでした。 

後半は「重要伝統的建物保存地区（岩村

通り・城下町）」に足を運び、しばしタイムス

リップすることができました。昼食は、こちら

でしか味わうことのできない“湯葉のこん

にゃく”を食すことができ、感激！でした。最

後に昼食会場の「岩村山荘」前で参加者

全員の記念写真、ハイチーズ、パシャ。帰

路の車中はとてもとても静かでした。道路の

混雑もなく順調に車は走り（芹澤さんのおか

げですけど）、18時頃に無事東山荘に到着

しました。 

春のDBC３クラブ合同例会報告 

ご報告 

時之栖イルミネーションが終了しました。 

撤収、お疲れ様でした！ 


