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 第３９７号    ６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６月度例会プログラム 

 

時間     2019年6月13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   杉山博恵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 山本光子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  名 ｽﾏｲﾙ報告    33,000 BF活動切手      0pt 

出席者 19名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計   216,783 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ  0名 ゲスト  1名 YMCA基金    2,773 累  計      0pt 

出席率 79％ ビジター  3名 YMCA累計      49,885     

修正出席率 79％ 出席者合計       23名       

5月例会報告 

6月お誕生日おめでとう  

 １２日 神野義孝ﾊﾟｰﾄﾅｰ 
 

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  6月24日(月) 熱海YMCAセンター 

沼津クラブ  6月11日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   6月10日(月) 海ホテル  

三島クラブ  6月18日(火) お食事処 松韻 

下田クラブ  6月19日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ6月26日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 6月13日（木）YMCA東山荘 

富士クラブ 6月12日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 6月25日(火) パテオン 

一つの部分が苦しめば、 

すべての部分が共に苦し

み、一つの部分が尊ばれれば、すべて

の部分が共に喜ぶのです。       

（コリントの信徒への手紙第12章26節） 

今月の聖句 

6月ご結婚おめでとう  

 自己申告してください。 

東日本区大会に参加して         若林 久美子             

 6月1日、2日に代々木の国立オリンピック記念青

少年総合センターにて第22回東日本区大会が行わ

れました。御殿場からは7名の参加でした。東名御殿

場インターから高速バスに乗りました。土曜日でした

ので、渋滞が心配されましたが、スイスイと現地に着

き、雨にも降られず暑くもなく順調でした。国立オリン

ピック記念センターは新しくはありませんが、広くて立

派で、緑が多くて、他にも多くの学校や団体が利用し

ていました。現地に着くと、お馴染みの東京や川越な

どのワイズ仲間に会えました。富士山部の他クラブの

皆さんも続々と集まり、まず東日本区全部のクラブの

バナーセレモニーから会が始まりました。宮内東日本

区理事の開会点鐘、聖書朗読、ワイズソング、来賓

挨拶に続き、メモリアルアワーでは、今年度、天に召

されたワイズメンの紹介がありました。故野木ワイズの

ご紹介もありました。その後、各部長から活動報告が

あり、渡邉実帆富士山部部長から御殿場クラブの活

動が紹介、報告されました。CS活動として、チャリ

ティー寄席を行った事や、老人ホームでのボランティ

アの事などが紹介され、女性メンバーが多く、きめ細

やかな活動が素晴らしいクラブです！と報告して下さ

いました。それから、記念講演が2時間あり、みんな

座りっぱなしで、あちこち痛くて大変でしたが、そんな

事も忘れさせてくれる素晴らしい内容の講演でした。

まず、「灯籠流し」という映画を観ました。講師の森重

昭氏が8歳の時に経験した広島の原爆投下の現実

を絵や写真を交えて語るドキュメンタリー映画でした。

その後、森氏はご自分も被爆しながらも、12名のア

メリカ兵も被爆死していたことを突き止め、それをアメ

リカのご遺族に一生をかけて伝えました。 

 

          ＢＦだより   

～御殿場ワイズから東日本区へ～ 

アジサイが美しい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･･･400ｇ 内海昭美Y‘ｓ 

   古切手･･･10ｇ  内海昭美Y‘ｓ     

 来月もご協力お願いいたします。 

敵味方関係なく、家族を亡くした悲しみに国境は

ない、戦争は絶対にしてはいけない、ということを

森氏が訴えたことにオバマ前大統領が感謝し、森

さんに歩み寄り抱擁しました。戦争を語り継ぐ人が

居なくなっていってしまうなか、これは歴史的な出

来事となり、そのことを、今回の東日本区大会に

て深く知ることが出来たことは、まさに今大会の

「つなごう平和への道しるべ」のテーマにぴったり

の記念講演でした。夜は楽しい晩餐会があり、次

のアジア大会の紹介などがありました。宿泊は新

宿歌舞伎町の真ん中のホテルでした。なんと、温

泉や露天風呂があり、皆さん疲れを癒して、夜遊

びはせずに早く休みました。次の日は、震災の報

告と事業表彰、理事表彰がありました。御殿場ク

ラブは皆様のご協力によりCS献金、ASF献金、FF

献金、BF献金、BF使用済み切手収集協力、TOF

献金、ＲBM献金、YES献金の8つの達成賞を戴 

きました！東日本区大会参加者杉山将巳ワイ

ズ、前原ワイズ、稲葉ワイズ、岩田ワイズ、内海ワ

イズ、堀口ワ

イ ズ、若 林

久 美 子 ワ イ

ズ 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


5月例会報告 

                   金光京子 

 ５月の例会は、若林会長の点鐘により始ま

りました。司会は長田和子ワイズ。今月の聖

句は、堀口所長が出張より帰路の途中で後

ほどに。ワイズの信条、そして今月よりワイズソ

ングは２番までしっかりと歌うことになりました。

会長挨拶に続き、ゲスト、ビジター紹介では

卓話をお願いしてある熱海クラブの前東日本

区理事長栗本ワイズと同クラブ大川ワイズで

した。                     

食前感謝は、鈴木千代子ワイズでした。東山

荘のおいしいお食事を有難うございました。さ

て本日の栗本ワイズの卓話の内容は、ワイズ

の歴史から現在に至るまでのお話でしたが、

今ある問題点について

も指摘されていました。

それは、「ワイズの高齢

化」をあげており、今後

取り組むべき大きな問

題であるとのことでした。栗本ワイズのワイズに

対する情熱のあるお話しは、大川ワイズの適

切なスライド操作でとてもわかりやすいお話し

になりました。貴重なお話を有難うございまし

た。今月の誕生日６人、結婚祝２人。スマイ

ル、YMCA の 報

告あり会長点鐘

で閉会しました。         

 

山田会長の点鐘で例会が始まり、書記

報告というのがあったり、それぞれの委

員会の委員が連絡事項を伝えたり、スマ

イルのスタイルも独特で、自分のクラブ

の例会の進め方と同じところと違うところ

があり、他クラブの例会に参加させて頂く

のはいろいろ勉強になりました。誕生日、

結婚のお祝いはフラワーアレンジメントで

した。お花も良いなあ、と思いました。 

そして、いよいよバーベキューです。アル

コールも出て、皆で乾杯をしてスタートし

ました。とても食べきれないほど沢山の

鶏肉、豚肉、牛肉、ソーセージ、お野菜

と焼きおにぎり等が出ました。コメットには

ハンバーグカレーを用意して下さり、みん

なお腹いっぱい、おしゃべりいっぱいの楽

しい交流ができました。そこの会場のテラ

スに、スケートボード用のハーフパイプが

あり、そこをコメット二人が走り回り、酔っ

たメンバーも一緒に走ってくれて、楽しく

て楽しくてなかなか帰れない状態になり

盛り上がりました。御殿場クラブのバーベ

キュー例会にも伊東の皆さん、ご参加お

待ちしています。参加者：高橋啓子ワイ

ズ、芹澤次子ワイズ、若林久美子ワイズ

とコメット２名 

野木重治ワイズの昇天を悼む 

         令和元年５月記  井田伸太郎 

 突然の野木ワイズの訃報に接し、ただただ

驚きでした！胃がんの手術をした時に先輩と

して「よく噛めよ」「舌ブラシで口の中をきれい

に！」ってアドバイスしたばっかりだったの

に・・・ 

 野木ワイズとは、１９８６年５月、３４名の仲

間と共に沼津・三島両スポンサークラブのお

かげで御殿場クラブが誕生、以来３０数年の

良い仲間でした。いろんなところに出掛けまし

た。 

 チャーターメンバーとして孤軍奮闘、ひと時

７名までメンバーが激減、残りのメンバーで仲

間を増やし今日の隆盛を見るに至りました。 

 野木ワイズは、１９９６年度には会長職を立

派にこなし台南訪問や奈良・東海クラブとのト

ライアングル締結にも係わり、その後はＤＢＣ

委員長として奈良・東海クラブとの交流を企

画実行をしてくださいました。お蔭様で吉野千

本桜の旬を見学することも出来ました。 

 函南のリハビリセンターに入院した時には壁

に金具を掛けるリハビリを一生懸命に取り組ん

でいましたね。 

 退院後は、朗江メネットといつも一緒に例会

に出席、誕生月が同じなので記念品は並ん

で受け取りましたね！思い出を記している

と・・・ 

沢山有り過ぎます・・・３０年もお付き合いして

るんだもの、奥さんの次に長いかな？ 

早い旅立ちでした、残念です。チャーターメン

バーは僕一人になっちゃいました。天国で

チャーターメンバー

の長田新作・木村

朗両ワイズと大いに

語り御殿場クラブに

幸多かれと祈ってく

ださい！ 合掌 

  

 

伊東クラブのﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ例会に参加して         

熱海YMCA第46回総会  堀口 廣司 

 私たちが毎年10,000円の会費を払って

い る 熱 海 YMCA の 第 46 回 総 会 に 杉 山

（将）、高橋、前原、堀口の４人で行ってき

ました。総会では昨年度事業決算報告や

今年度事業計画案や予算案が承認されま

した。駐車場の床から雨漏りがあり353万円

の修繕費が予算外でかかったため収支差

額が856万円になったこと。鈴木健之（熱

海グローリー）委員が90歳をもって退任され

たこと。理事長には森重男（熱海）、副理事

長には稲田（沼津）、長谷川（沼津）。理事

には藤間（グローリー）、牛田（伊東）、青木

（三島）、久保田（伊東）。運営委員には杉

山（御 殿 場）、小 原（熱 海）、勝 又（グ ロ ー

リー）江馬（グローリー）、大村（三島）、土屋

（下田）仲澤（富士）。監事は熱海とグロー

リーの両鈴木さんが選ばれました。２部は湯

河原サキソフォンクラブ4080の演奏に渡辺

部長も入り皆で懐かし

のメドレーを楽しみま

した。 

                若林 久美子 

 ５月１３日、伊東クラブのバーベキュー例会

に参加して来ました。「海ホテルアンカーテラ

ス」という、目の前に海が広がる、とても素敵

な会場でした。この日、伊東クラブのメンバー

は皆さん新しく作ったクラブジャンパーを着用

していました。とてもお洒落な今風のデザイン

で、さすが伊東クラブさん、という感じでした。 


