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“ We are all one ”
【 すべては一つ 】
会長主題

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

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

2016
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“原点に立って、未来へステップ”

CHARTERED

富士山部部長: 久保田康正（伊東クラブ）

OCT.４.１９７６

“みんなで参加！ みんなで奉仕！”

40th
Anniversary

今月の聖句
初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。
この言は初めに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。
できたもののうち一つとして、これによらないものはなかった。
ヨハネによる福音書 第１章 第１節

クリスマス家族会にて
1 月例会プログラム 第 473 回
日 時･･･1 月 11 日(月・祝)18：30～21：00
会 場･･･暖香園 ル・オール会議室
受 付･･･齋藤福男君
司 会･･･杉本隆夫君
・点 鐘
会長 榎本 博君
・開会の言葉
野村慶和君
・ワイズの信条
浦頭 薫君
・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
・富士山部部長公式訪問挨拶
部長 久保田康正君
・書記報告
書記 内山雅裕君
・誕生・結婚祝
親睦委員会
・食事(食前の感謝)
佐藤 諭君
・一分間スピーチ
一
同
・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
菅野政典君
・点 鐘
会長 榎本 博君

Congratulations！
1 月お誕生日
１１日

堀口正作君

メネット
３０日 榎本順子さん

1 月結婚記念日
該当者なし

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

新年挨拶

年男を迎えて
40 代会長 榎本

博

会報・IT・広報委員 及川 泰広

新年明けましておめでとうございます！
「すべては一つ」の会長主題を掲げさせて頂き、早くも６
ヶ月が過ぎました。前期におきましては４０周年記念例会
という伊東クラブにとっては節目となる大きな事業を鈴
木 敦実行委員長の下メンバー皆さんのご協力で無事、盛
会に終える事が出来ました。各自の持ち味と組織力が発揮
された結果と思います。７月(初例会)の入会式に続き、更
に２名の新入会員を迎えられた事も記憶に残る事ではな
いでしょうか。例年…同じ事を同じ様にするのではなく個
人又は委員会組織のカラーを出し、一工夫する事が改善や
向上に繋がると考え、自分自身も実践して行きたく思いま
す。また、ワイズメンはすべて対等と考えなければ、真の
親睦も生まれません。互いに切磋琢磨しワイズメンズクラ
ブの一員であるという認識を持ち、事業・活動に可能な限
り参加し健全な交友関係を作り出す事がワイズダム(ワイ
ズ運動の共同世界)の一つと思います。新年と後期を迎え
た今、先輩・後輩など関係なく、思う事・考えている事な
どを皆で話し合える場を設けます。この場を利用し新入会
員も発言をお願い致します。そして更なる伊東クラブを目
指して行きたく思います。榎本丸が６月に帰港し飯島丸の
出航へ宝物(メンバー)をドロップアウト無く渡せる様に
後期も努力致しますので、メンバーの皆さん…前期同様ご
協力を宜しくお願い致します。

みなさん新年あけましておめでとうございます。
今年 5 回目（還暦）の年男です。39 歳でワイズに入会し 21
年目を迎えます。
ここ 5 年間は体調を崩し療養会員になっております。昨年
11 月 22 日に行われた 40 周年の記念式典で永年会員の表彰
をしていただき、またメンバーにもいろいろ声をかけても
らい、ひさびさに自分もまだワイズメンなんだなと感じま
した。
新しいメンバーも増え今後の伊東クラブが楽しみです。
申年は昔から病気が去る、病に勝るとも言われています。
自分も体調の方がだいぶ回復してきましたので、普通です
と定年という年を迎えるのですが、これからまだまだ仕事
の方も（猿のように賢く、機敏に動いて）頑張っていきた
いと思います。
今後、自分の体調と相談し初老ながらいろいろなものにも
挑戦し前進していきたいと思います。今年もメンバーの皆
さんよろしくお願いします。
追伸 「申年には赤い下着をつけると健康に過ごせるそう
です」

クリスマス家族会写真集 その１

クリスマス家族会

サンタ感想

親睦委員 金子 正樹
11 月の記念例会で入会をさせて頂き、所属が親睦委員会と
のことで活動が始まり、最初のイベントが、クリスマス家
族会。右も左もわからないまま準備から参加をし、とても
良い経験になりました。
当日は、新人がサンタクロースをやるとのことでしたの
で、三人で話し合い菊間 Y`s がトナカイ・山本 Y`s と自分
がサンタクロースに決まりました。そして本番当日。まず
は、野村 Y`s による牧師？？が入場！！笑いの中、開会宣
言。続いて榎本会長からの挨拶、その後全員で「きよしこ
の夜」を斉唱し、杉本直前会長の乾杯でスタートしました。
しばし歓談の後、そろそろ、山本 Y`s・菊間 Y`s と私は着
替えの準備。お互いの姿に、爆笑しながら会場へ突入しま
した。私はプレゼントの入った袋を持って子供たちの席を
回りました。今年は、子供が少なかったのか？思ってたよ
り早く終わり不完全燃焼気味。
。
ビンゴゲームの後は、おまちかねの福引大会では、たくさ
んの景品を頂きました。
最後は飯島次期会長による閉会の言葉で無事終了となり
ました。以前より、だいぶ少なくなったと聞きましたが、
楽しみにしてくれる子供たちの為にもこれからも続けて
いきたいと思います。来年は、トナカイになろうかな（笑）
ありがとうございました！

親睦委員 菊間 利夫
ワイズに入会させて頂き一ヶ月後に、初めてワイズの活
動（クリスマス会）に参加させて頂きました。
サンタクロース役をやろうと思いましたがベルトが回ら
ず、トナカイ役に降格してしまい少し残念な気持ちでした
が、当日鏡で見たときトナカイの衣装が似合っている自分
に驚き気持ちが入れ替わりました。
合図と共にキャリアを引きながら一番初めに入場し、サン
タクロースに長靴のお菓子を渡し子供たちの笑顔を見てい
るうちに、いつの間にか自分もお菓子を渡していたような
気がした楽しいクリスマス会でした。
まだメンバーの顔と名前が一致していませんが、可能な限
り色々な行事に参加して覚えていきたいと思います。同じ
ことを二度三度聞くこともあると思いますが
これからもよろしくお願いします。

クリスマス家族会写真集 その２

去年と違って私は
ホンモノですよ！

運営委員会だより
12/23(水)
12 月例会・クリスマス家族会開催
2016/1/10(日) － YMCA 青少年委員会より
平成 28 年成人式 式典出席：榎本 式典協力：菅野、山本
1/10(日)までに
後期半年報を富士山部へ提出
1/11(月)
1 月例会 富士山部部長公式訪問
伊東青年会議所次期理事大高正次様他 2 名新年挨拶
鈴木幸恵さん例会見学
1/17(日)
第 50 回伊東オレンジビーチマラソン協力
走路員：榎本・山田・堀崎・佐藤
1/17(日) － 富士山部より
富士山部第 2 回役員会・評議会 於：暖香園ボウル
受付：12:00～ 開会：13:00～

例会だより
12 月 23 日、伊東クラブの 12 月例会はクリスマス家族会を
控えているため、開始時刻を早めて会場も暖香園ボウルの
ターキールームに移して行われました。司会は野村 Y’s。
田辺 Y’s の開会の言葉では「今日は蝶ネクタイをしてこよ
うかと思った」と。ここで順番が逆になってしまって会長
点鐘。齋藤 Y’s によるワイズの信条、ワイズソングは例年
同様アカペラで 1 番のみ。
会長挨拶では「10 月、11 月とドッジボール・周年記念の準
備に追われメンバーの皆さんには大変なご協力いただき感
謝しています。おかげさまで、周年記念は良かったねとい
う声を伺えております。あと半分、スキー教室なども控え
ているので力を入れていきましょう。」と挨拶。
内山書記による書記報告、委員会報告では親睦委員会より
この後のクリスマス家族会の案内、YMCA 青少年委員会から
はスキー教室の案内、また、40 周年記念実行委員会からは
鈴木敦実行委員長よりご協力感謝しますと報告がありまし
た。閉会の言葉はやや遅れて出席したばかりの正木 Y’s。
会長の閉会点鐘にて短縮例会となりました。
この後は、会場を階下のサンテラスに移してクリスマス家
族会でした。親睦委員会さんいろいろ準備・セッティング
等お疲れ様でした。
記 飯島唯志
YMCA 青少年委員会より
スキー教室開催の案内

2/7(日)
第 44 回伊東駅伝競走大会 協賛
区間賞副賞（中学生男女対象）

と き：2016 年 2 月 13 日(土)～14 日(日)
ところ：サンメドウズ大泉・清里スキー場
宿 泊：羽村市自然休暇村

2015 年度各種献金 締切 2/15(月)まで
2/21(日)
富士宮クラブ 20 周年記念例会
於：パテオン 11:00～14:00 登録料：6,000 円

※今年度は降雪量が少ない心配があります。
実施の判断を注意して行う予定です。

富士山部各クラブ新年例会日程
1/13(水)
富士※・富士宮
1/14(木)
沼津・三島・御殿場※
1/20(水)
下田
1/25(月)
熱海
1/27(水)
熱海グローリー

【訃報】
山田光彦 Y’s の御母堂 初枝さんがご逝去されました。
謹んでお悔やみ申し上げます。
次回運営委員会 2016 年 1 月 29 日(金)

※はホストクラブ

他クラブ訪問記録
12/15(水)
下田 5 名
飯島唯志君、齋藤福男君、野村慶和君、金子正樹君、
堀口正作君

第 474 回 2 月例会予告
と
き
２月８日(月・祝)
受
付
稲葉富士憲君
司
会
菅野政典君
開会の言葉
安藤真範君
ワイズの信条
飯田 進君
私のコーナー
山本 健君
閉会の言葉
田辺寛司君

12/15(水)
三島 2 名
久保田康正君、牛田俊夫君
12/16(木)
熱海 G 4 名
榎本博君、久保田康正君、牛田俊夫君、山本健君
１２月例会報告
在籍者
26 名 コメット
23 名
功労会員
名 ゲスト
名
広義会員
名 ビジター
3名
療養会員
1 名 メーキャップ
名
出席者
25 名 出席者総数
56 名
メネット
5 名 出席率
100％
前月修正出席率
％

当月
当月
当月
当月

※なお、2 月例会は TOF 例会を予定しています
スマイル報告
東日本区・富士山部
44000 円 累計 171000 円
1/17(日)
第 2 回役員会・評議会
ＹＭＣＡ基金
円 累計
円 於：暖香園ボウル
ＢＦ基金(切手)
熱海ＹＭＣＡ報告
kg 累計
kg 1/21(木)
熱海 YMCA
ＢＦ現金
理事役員会・新年会
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

