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 第３９６号    ５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５月度例会プログラム 

 

時間     2019年5月9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   長田和子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 鈴木千代子Y’s 

９ 卓話 栗本治郎氏 

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    20､000 BF活動切手      0pt 

出席者 18名   コメット  0名 ｽﾏｲﾙ累計   183,783 現  金      0pt 

ﾒｰｷｬｯﾌﾟ  0名 ゲスト  3名 YMCA基金    3,515 累  計      0pt 

出席率 75％ ビジター  2名 YMCA累計      47,112     

修正出席率 75％ 出席者合計       24名       

4月例会報告 

5月お誕生日おめでとう  

３日井田伸太郎Y’s １０日稲葉久仁子Y’s   

４日金光京子Y’s   １９日堀口栄子ﾊﾟｰﾄﾅｰ  

１０日杉山聰子Y’s    ２９日高橋啓子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  

  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  5月27日(月) 熱海YMCAセンター 

沼津クラブ  5月7日(火) ﾆｭｰｳｪﾙｻﾝﾋﾟｱ沼津 

伊東クラブ   5月13日(月) 海ホテル  

三島クラブ  5月14日(火) お食事処 松韻 

下田クラブ  5月15日(水) 下田東急ホテル 

熱海ｸﾞﾛｰﾘｰクラブ5月22日(水) KKRホテル熱海 

御殿場クラブ 5月9日（木）YMCA東山荘 

富士クラブ 5月8日（水) ホテルグランド富士 

富士宮クラブ 5月21日(火) パテオン 

あなたがたを襲った試練で、人間と

して耐えられないようなものはな

かったはずです。神は真実な方です。あなたがたを耐

えられないような試練に遭わせることはなさらず、試

練と共に、それに耐えられるよう、逃れる道をも備え

ていてくださいます。（コリントの信徒への手紙第10

章13節） 

今月の聖句 

5月ご結婚おめでとう  

 自己申告してください。 

こどもの居場所 

                長田 和子 

ある雑誌で、「子供の居場所」と「子供の

領分を考える」というエッセイを読んだ。今

全国で、子供の居場所作りが進んでいる。

すばらしい取り組みだが、大人の手で作ら

れた子供の居場所が大人にとっての安心

であり、子供にとっては安全に「居らされて

いる場所」になっていないか、考える必要

があるのではないか。子供の社会、子供

の領分では、日々の暮らしの中で必ずし

も、教育的ばかりではない人間同志のか

かわりを学んでいきます。いじめたりいじめ

たれたり、小さなトラブルは日常茶飯時、

そんな中で自分の身を守り、仲間の中で

自分の立場や役割を見つけ、子供集団の

秩序を生み出していく、これらは、家庭や

学校、地域環境がどんなに整備されようと

も、見失ってはならないものだと思う。「子

供の場所」が「居らされてる場所」にとどま

らないために、押さえておきたいものです。

という増山均早稲田大学名誉教授のエッ

セイでした。 

 

          ＢＦだより   

～御殿場ワイズから東日本区へ～ 

 雨天の翌日はさらに鮮やかに輝く新緑

の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･･芹澤Y’s 650ｇ  

   鈴木千代子Y’s 350ｇ 

   お名前不明   500ｇ 

 

来月もご協力お願いいたします。 

 

今の子供は温室育ちでとても大事に育

てられていますが、一方親の虐待や放

任などで複雑な問題を含んでいます

が、子供を信頼し、自分の考えで行動

できる環境つくりをわたしたち大人一人

一人がこころしていきたいと思います。 

mailto:tozanso@ymcajapan.org


4月例会報告 
   

 東山荘４月例会は若林会長の点鐘とと

もに山本メンの司会で齋藤記念舘地下ラ

ウンジにて始まりました。３月23日、24日と

岐阜県恵那市のラジウム温泉舘と岩村城

跡での名古屋東海クラブと奈良クラブとの

DBCが行われたことの報告が会長挨拶で

あり３クラブのDBCは長期にわたり深い交

流が続いていることの謝辞がありました。ワ

イズソングを歌い、ワイズの信条を一同で

唱え、聖句は「皆で仲良く一致していくこと

からワイズの活動が始まる。」と堀口家の

離婚回避の秘伝がメンから伝えられまし

た。若林会長からゲストの勝又英博さんと

矢地信行さんのお2人とも入会を検討され

ているとの頼もしい紹介がありました。お2

人から、富士山部渡邉会長からは新クラ

ブの設立準備状況、ワイズソングは２番ま

で歌おうとのアピールもなされました。 

                      

野木メネットからはメンは順調に回復して

いるとの自己紹介もありました。（野木重

治メンは心不全のためこの翌週17日通

夜、18日告別式があり涙涙の葬儀が行

われました。残されたメネット、ご家族の

皆様の上に豊かなお慰めがありますよう

に‐‐。）食膳の感謝が稲葉ワイズからあり

食事が出来るありがたさをかみしめ立食

の夕食を戴きました。今月の卓話は徳風

園の管理栄養士、山﨑富美子さんより

「おいしく減塩・やさしく減塩」と題して、上

手に塩分の摂り過ぎを防ぎましょう、とい

うお話がありました。１～２週間でうす味

に慣れる事ができる、ということや、全部

うす味にしないで献立の中で１品だけ意

識して薄味にする、ということや、塩分を 

摂り過ぎたらバナナや野菜、納豆など

がお助けマン、お味噌汁の塩分は塩

分としてカウントしなくて良いなど、すぐ

に健康作りに役立てそうな事がいろい

ろ聞けました。 

山﨑さん、分かりやすい綿密な資料と

実際に塩分を舌で感じる体験学習の

場をお与えくださりありがとうございまし

た。4月のお誕生日はどなたも無く、結

婚記念日は高橋啓子ワイズが金婚式

を迎えられたと報告されました。記念

にお二人で仲睦まじくクルーズの旅に

出られるそうです。ご夫婦共に健康で

金婚式を迎えられることは本当に羨ま

しい素晴らしい事ですね。おめでとうご

ざいます。 

和やかな中にも有意義な卓話を山崎

さんから伺った充実した４月例会でし

た。 

          （報告：若林・堀口）     

 


