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会長主題 【 すべては
すべては一
一つ 】 “ We are all one ”

“ TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT ”
標語
標語（
（国際
国際）＝
）＝
）＝Motto “ 強い義務感
義務感を
を持とう 義務
義務はすべての
はすべての
はすべての権利
権利
権利に
に伴う ”

THE Y’S MEN’S CLUB OF ITO

THE SERVICE CLUB OF THE Y.M.C.A
AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’SMEN’S CLUBS

国際会長:
国際会長: Wichian Boonmapajorn（
Boonmapajorn（タイ）
タイ）
“Mission with Faith”
アジア会長
アジア会長:
K.W.Ong（シンガポール）
シンガポール）
会長: Edward K.W.Ong（
“Through Love Serve”
東日本区理事:
隆（甲府クラブ
東日本区理事: 渡 辺
隆（甲府クラブ）
クラブ）
CHARTERED
OCT.４
４.１９７６
１９７６

“原点に立って、未来へステップ”

富士山部部長:
富士山部部長: 久保田康正（伊東クラブ）
久保田康正（伊東クラブ）
“みんなで参加！ みんなで奉仕！”

2015

７
40th
Anniversary

今月の聖句
今月の聖句
人をさばくな。自分がさばかれないためである。あなたがさばくそのさばきで、自
分もさばかれ、あなたがたの 量るそのはかりで、自分にも量り与えられるであろう。
マタイによる福音書 第７章 第１節～第２節

第 39 代杉本会長より第 40 代榎本会長へ
７月例会プログラム
月例会プログラム 第 467 回
日 時･･･７月 13 日(月)18：30～21：00
会 場･･･暖香園 ル・オール会議室
受 付･･･安藤真範君
司会･･･鈴木 敦君
・開会の言葉
堀口正作君
・ワイズの信条
勝又秀仁君
・ワイズソング
一
同
・会長挨拶
会長 榎本 博君
・ゲスト・ビジター紹介
会長 榎本 博君
・入会式
執 行 部
・富士山部部長公式訪問挨拶
部長 久保田康正君
・来賓挨拶
ご来賓の皆様
・食事(食前の感謝)
飯島唯志君
・書記報告
書記 内山雅裕君
・誕生・結婚祝
親睦委員会
・富士山部各クラブ会長挨拶
各クラブ会長
・スマイル
親睦委員会
・委員会報告
各委員会
・出席率・スマイル報告
担当委員会
・閉会の言葉
稲葉富士憲君
・例会終了後
臨時総会

Congratulations！
Congratulations！
７月お誕生日
１０日 齋藤福男君
１４日 久保田康正君
２９日 及川泰広君
メネット
１５日 及川香穂里さん
１８日 菅野直美さん

７月結婚記念日
１５日 菅野政典君

例会日時：毎月第２月曜日 18：30～21：00 例会場：伊東暖香園ル・オール会議室 TEL：0557-37-0011
クラブ事務所：〒414-0033 静岡県伊東市馬場町１丁目１番２号(YMCA 伊東センター)TEL：0557-36-2442

「原点に
原点に立って、
って、未来へステップ
未来へステップ」
へステップ」

会長所信「
会長所信「すべては一
すべては一つ」

伊東クラブ
伊東クラブ 第 40 代会長 榎本 博

東日本区理事 渡辺 隆

奉仕とは無縁だった自分が入会から早 10 年。会長を務め
させて頂くことになりました。どうぞ宜しくお願い致しま
す。これまでワイズでなければ伊東クラブでなければ出来
ない「出会い」と「貴重な経験」を沢山させて頂きました。
当初はワイズメンズクラブに宗教的な違和感もありまし
たが、ワイズの信条に共感し、何事も新鮮に感じ、先輩達
の熱い議論に驚き、子供達の笑顔にやりがいを覚えワイズ
メンに変身していく自分にも驚きました。そのやりがいを
皆様と共有し達成感を分かち合い、伊東クラブ自慢の結束
力・組織力で目標を達成したいと思います。7 月例会にお
いて 2 名の新入会員を迎えます。うち 1 名は伊東クラブ初
となる女性会員です。クラブの活性化や事業/活動の充実
につながると期待しております。新入会員へのサポートも
お願い致します。そして本年 11 月 22 日（日）には 40 周
年を迎えます。鈴木 敦 実行委員長の下、記憶に残る 40
周年記念例会にする為、メンバー皆様のお力添えをお願い
致します。各自の持ち味を発揮し、楽しく有意義な年度に
していきましょう。1 年間宜しくお願い致します。

若さ溢れる榎本新会長のもと、４０年目の輝かしい節目を
迎えられますこと、お喜び申し上げます。
東日本区は様々な課題に直面しています。これらの課題を
乗り越えるために、ワイズの原点に立ち返り、未来に新た
なステップを踏み出そうといたしました。
それは東日本区の事業推進主体をクラブ・部とするで、組
織の活性化を図っていきます。そして、これらを実現する
ために、クラブと部の関係を強固にして、クラブ会長のリ
ーダーシップのもと、会員一人一人の顔が見える個性ある
クラブが必要です。
また、次世代、次次世代の若者と、いかに考えを共有する
か、待っているのではなく、若者の中に飛び込み、心を通
わせ、若者にも分かり易いワイズメンを目指していただき、
伊東クラブが大きく「未来へステップ」されることを願っ
ています。

続く各部長報告のなかでは
富士山部部長久保田 Y's より
富士山部の報告が行われま
した。休憩をはさみ神奈川工
科大学先進技術研究所所長
山本圭治郎教授による「ロボ
ットのチカラ」の講演などが
あり東日本区アワーⅠが終
了。会場をレンブラントホテル厚木に移して晩餐会が行わ
れました。割り当てられたテーブルにつき思い思いに食事
をし歓談、ワイズ談議などに花を咲かせました。クラブメ
ンバー離れ離れになっちゃって寂しい気もしましたが…
(^^;
翌日の東日本区アワーⅡは晩餐会が行われたレンブラント
ホテルにて。伊東クラブは一人当たり ASF 献金貢献賞 1 位、
一人当たり BF 献金貢献賞 1 位ほか、達成賞を受け杉本会長
が登壇し表彰を受けました。そのあと理事引継式、役員引
継式、そして渡辺次期東日本区理事より所信表明が行われ
ました。往路と同様に分乗して伊東へ。途中昼食をとり（そ
の日が営業最終日というお蕎麦屋さんでした）伊東着が 14
時過ぎ。出席メンバーの皆さん、お疲れ様でした。

第 18 回東日本区大会に
回東日本区大会に参加

2014 年度書記 飯島唯志
6 月 6 日(土)～7 日(日)にかけて第 18 回東日本区大会が厚
木クラブのホストにより厚木市文化会館/レンブラントホ
テル厚木にて行われました。伊東クラブからは 17 名の登
録。前日 5 日のゴルフコンペに 8 名参加し、佐藤 Y's が 2
位の成績をおさめたとか。また、久保田富士山部部長は東
日本区役員会に出席。みなさん前泊して大変楽しいアフタ
ーゴルフをすごされたそうです。他のメンバーは 6 日に伊
東を発ち、それぞれ分乗して会場に向かいました。
（杉本
会長は代議員会に出席のため早めに出発）
昼食などを済ませ会場である
厚木市文化開会で合流し、見知
ったワイズメン、懐かしいワイ
ズメンに各々挨拶などを済ま
せいよいよ開会。オープニング
セレモニーの白龍太鼓の演奏
を楽しんだ後、バナーセレモニ
ー。久保田富士山部部長、杉本
会長がバナーを掲げ登壇しま
した。来賓の皆様の御挨拶の後
東日本区アワー。田中理事によ
る年次報告、各事業主任より報告がなされました。
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第 18 回東日本区大会表彰

7 月例会入会者プロフィール
月例会入会者プロフィール紹介
プロフィール紹介

◆氏

◆地域奉仕事業表彰
ＣＳ献金達成賞
一人当たりＡＳＦ献金貢献賞(1 位 1,300 円)
ＡＳＦ献金達成賞

名

浦頭 薫（うらがしら かおる）

◆推 薦 人

梅原敬二Ｙ‘ｓ

◆職

看護師 (伊豆高原ゆうゆうの里診療所)

業

◆生年月日

10 月 25 日

◆家族構成

父

◆出 身 地

静岡県伊東市

◆趣

マラソン

◆会員増強事業表彰
ＥＭＣ－Ｍ努力賞(2 名獲得)
ＥＭＣ－Ｃ優秀賞(出席率９７％)

味

◆国際・
国際・交流事業表彰
◆特殊技能
一人当たりＢＦ献金貢献賞(1 位 5,500 円)
ＢＦ献金達成賞
ＴＯＦ献金達成賞

予備自衛官・正看護師

◆ＹＭＣＡスキー教室に参加し、ワイズメンズクラブの
活動に共感が持てた。
伊東クラブ初の女性会員となります。

松川タライ
松川タライ乗
タライ乗り競走に
競走に参加
7 月例会入会者プロフィール
月例会入会者プロフィール紹介
プロフィール紹介

◆氏

名

山本 健（やまもと けん）

◆推 薦 人

榎本 博Ｙ‘ｓ

◆職

足場工 （(株)ワークスタンド）

業

榎本新年度の初の行事となる第
60 回松川タライ乗り競走に参
加してきました。
7 月 5 日(日)はあいにくの天候
で開催がどうなるか心配でした
が、観光協会の案内では式典は中止するがレースは行うと
のこと。当日は雨の降る中でしたが大勢のレース参加者、
見物人が会場にやってきておりました。出走するのは榎本
会長、内山書記、勝又 Y's、菅野 Y's の 4 名。他応援に梅
原 Y's、齋藤 Y's、佐藤 Y's、堀口 Y's、飯島 Y's。雨が降
り続いていたため出走者とともにいでゆ橋下に待機。川の
流れは例年よりも激しい感じ？水量も結構多い。これなら
岸に近いコースをひいても川底の石にぶつかることもない
かなとか考えていました。
（結果的に大きく予測を誤ってい
ましたが…）待つこと 1 時間半近く、ようやく我々の出走
です。くじ引きで内山書記が引いたのは岸に近いコース…
やるな…。スタートは上々でしたが先頭が川底の岩にぶつ
かったとかで停滞、先頭と最後尾が入れ替わってしまうア
クシデントがありましたが、素晴らしいチームワークでタ
ライの上で回転？いつの間にか榎本会長が先頭に。すげぇ。
しかし、前半の停滞が響き 1 着入線ならず。途中はもうお
約束と言うか内山 Y's、菅野 Y's が転覆。ドロドロになり
ながらゴールを迎えました。来年こそは！(笑)

◆生年月日

1972 年 11 月 16 日

◆家族構成

息子・娘

◆出 身 地

静岡県裾野市

約 2 年越しの勧誘に応えて入会の運びとなりました。

お二人の自己紹介を来月号に掲載いたします。
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運営委員会だより
運営委員会だより

例会だより
例会だより

6/5(土)～7(日)
第 18 回東日本区大会（厚木） 登録 17 名
6/8(月)
6 月例会終了後、定時総会にて 2015 年度事業計画案・予
算案 承認
7/5(日) – CS・ドッジボール
CS・ドッジボール委員会
・ドッジボール委員会より
委員会より
第 60 回松川タライ乗り競走に参加
7/9(木)
市長表敬訪問・市内各メディアへ新年度挨拶
7/10(金)までに
前期半年報を富士山部部長へ内山書記より提出
同時にヤングメンバー区費補助申請（勝又 Y’s）
7/12(日)
第 1 回富士山部役員会・評議会 於：暖香園ル・オール
出席：榎本・内山・梅原・佐藤・他
7/13(月)
2015 年度伊東ワイズメンズクラブ初例会
渡辺東日本区理事・仙洞田東日本区書記・池田会員増強
事業主任(熱海)
富士山部部長公式訪問
入会式（浦頭 薫/山本 健）例会見学者：菊池利夫氏
例会終了後、臨時総会 役員選考委員選挙実施
7/25(土) – 親睦委員会より
親睦委員会より
新旧役員歓送迎会・新入会員歓迎会 於：サンテラス
受付：18:00 開会：18:30 会費：2000 円
7/31(金)・8/1(土)～2(日)
アジア地域大会 京都 出席：田辺 Y’s
8/6(木)
8 月例会開催 開始時刻・場所・内容は通常通り
8/8(土)～9(日) – YMCA 青少年委員会より
青少年委員会より
YMCA 青少年キャンプ教室開催 8 月例会にて全体会

2015 年 6 月 8 日･杉本丸最終帰港。最終例会の司会は旧友
で親の久保田康正で始まり、山田光彦君のワイズの信条・
ワイズソングに続き杉本会長の挨拶では先日の東日本区大
会表彰では BF 献金･第 1 位、ASF 献金･第 1 位、CS 献金達成
賞、優秀出席率 4 位、９７％、等の実績を残し、ネパール
地震の義援金の募金を呼びかけました。結婚･誕生祝いに続
き、佐藤諭君の食前の感謝。スマイル･書記報告、出席率･
スマイル報告で最終例会は終了しました。
そして定時総会が始まり、事業計画･予算案が榎本次期会長
から提出され満場一致で承認され、杉本会長から榎本次期
会長にギャベルが手渡されました。
記 牛田俊夫

EMC・
EMC・会員選考・
会員選考・訪問・
訪問・文献管理・
文献管理・会則研究委員会より
会則研究委員会より
8 月中旬～下旬 新入会員対象の EMC セミナー実施予定
他クラブ訪問記録
クラブ訪問記録
6/6(土)～7(日) 第 18 回東日本区大会 16 名
飯島唯志君・稲葉富士憲君・牛田俊夫君・梅原敬二君
榎本博君・勝又秀仁君・久保田康正君・齋藤福男君
佐藤諭君・杉本隆夫君・鈴木敦君・田辺寛司君
野村慶和君・堀口正作君・正木薫君
6/17(水) 下田 3 名
飯島唯志君・牛田俊夫君・堀口正作君

在籍者
功労会員
広義会員
療養会員
出席者
メネット

前月例会報告
２６名 コメット
名
１名 ゲスト
名
名 ビジター
２名
１名 メーキャップ
１名
２０名 出席者総数
２２名
名 出席率
８３．３％
前月修正出席率
９５．
９５．８％

思い返せば 1 年ちょっと前、杉本会長にお願いされた書記
職ですが、当初の自分がした懸念の通りまったくもってつ
たない書記だったなぁと感じています。この 6 月を迎えて
みればあっという間の 1 年間だったような気がしますが、
その 1 年間緊張感を持って物事に対し続けることの困難さ
を改めて実感しました。ありがとうございました。
2014 年度書記 飯島唯志
お知らせ
◆7 月 3 日(金)
日本 YMCA 同盟にて宝くじ協会より寄贈されたテント（伊
東クラブには 3 張）の引渡し式に榎本会長、久保田 YMCA
伊東センター所長の 2 名が出席してまいりました。さっ
そく YMCA 青少年キャンプで使用させていただきます。
◆富士山部各クラブ初例会日程 ※はホストクラブ
7/14(火) 沼津※・三島・御殿場 ニューウェルサンピア沼津
7/15(水) 下田
下田東急ホテル
7/22(水) 熱海グローリー
熱海後楽園ホテル
7/27(月) 熱海
熱海後楽園ホテル
7/28(火) 富士宮※・富士
富士宮パテオン
◆クールビズについて
7 月は極力ネクタイ着用、8～10 月、2016 年 6 月を対象
第４６８回
４６８回 ８月例会予告
※8 月第 2 月曜が
月曜が按針祭花火大会と
按針祭花火大会と重なるため
8 月例会は
月例会は日程を
日程を変更して
変更して行
して行われます

と
き
８月６日(木)
受
付
飯島唯志君
司
会
堀崎龍夫君
開会の言葉
正木 薫君
ワイズの信条
齋藤福男君
食前の感謝
飯田 進君
私のコーナー
――――君
閉会の言葉
梅原敬二君
スマイル報告
東日本区・
スマイル報告
東日本区・富士山部
当月 26000 円 累計 377000 円 9 月 27 日(日)
第 38 回富士山部部会
ＹＭＣＡ基金
ＹＭＣＡ基金
当月
円 累計
円 於：伊東マリンタウン
ＢＦ基金
熱海ＹＭＣＡ
ＢＦ基金(
基金(切手)
切手)
熱海ＹＭＣＡ報告
ＹＭＣＡ報告
当月
kg 累計
kg 7 月 2 日(木)
理事・役員会開催
ＢＦ現金
ＢＦ現金
出席：牛田理事
当月
pt 累計
pt

会報委員会 委員長：飯島唯志 副委員長：正木 薫 委員：飯田 進・及川泰広・堀口正作 TEL0557-37-7328 FAX0557-32-2688
会長宅 〒414-0055 伊東市岡 1291-46 TEL：0557-38-5511 FAX：0557-38-5567 e:mail:ascot@purple.plala.or.jp

