直前会長：杉本隆夫 次期会長：飯島唯志 Ａ副会長：梅原敬二 Ｂ副会長：山田光彦 Ｃ副会長：堀崎龍夫
書記：内山雅裕 副書記：正木 薫 会計：佐藤 諭 幹事：佐藤 諭・稲葉富士憲・牛田俊夫
会長：榎本

博

【 すべては一つ 】 “ We are all one ”
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

2016

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）
CHARTERED
OCT.４.１９７６
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“原点に立って、未来へステップ”

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

40th
Anniversary

今月の聖句
もし、だれかがあなたの右の頬を打つなら、ほかの頬をも向けてやりなさい。あな
たを訴へて、下着を取ろうとする者には、上着をも与えなさい。
マタイによる福音書 第５章 第 39 節～第 40 節

6 月例会プログラム 第 478 回
日 時･･･6 月 13 日(月)18：30～21：00
会 場･･･暖香園 ル・オール会議室
受 付･･･菅野政典君
司 会･･･久保田康正君
・点 鐘
会長 榎本 博君
・開会の言葉
齋藤福男君
・ワイズの信条
安藤真範君
・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
・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)
野村慶和君
・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
牛田俊夫君
・点 鐘
会長 榎本 博君

Congratulations！
6 月お誕生日
１日

１日
７日
７日
１５日

榎本

博君

メネット
野村明美さん
堀口寿子さん
正木亜里砂さん
田辺 操さん

6 月結婚記念日
１４日

飯田

進君

※例会終了後、定時総会となります

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

社会福祉協議会へ
プルタブ・
エコキャップを寄贈
CS・ドッジボール委員長
杉本 隆夫
5 月 11 日（水）
、小雨降る中を今年 1 年間メンバーの皆様
方のご協力をいただき収集をいたしましたプルタブ・エコ
キャップを伊東市社会福祉協議会鈴木洋子会長の方へ榎
本会長・山田 B 副会長・飯島会報委員長・久保田 Y’s・私
杉本でプルタブ 26kg、エコキャップ 176kg、合計 202kg を
1 台の車では積みきれずに 2 台の車で届けてまいりました。
伊東市社会福祉協議会・伊東市善意銀行会長鈴木洋子様よ
り感謝状と受領証を頂戴してまいりました。メディアも
IKC さん・CVA さん・伊豆新聞社さんの 3 社のカメラマン
さん記者さんにおいでを願いたくさん取材していただき
ました。（この記事が載ったブリテンが発行される頃には
すでに放映・報道されていることと思いますが…）継続は
力なりと言いますがコミュニティサービス、つまり CS 事
業（地域社会・隣人奉仕活動）を伊東クラブとしても数多
く手掛けておりますが、多くの事業の一つとしてプルタ
ブ・エコキャップの収集を何年もの永きに渡り継続して行
うことにより、地域に対しての社会貢献を行っているワイ
ズメンズクラブの認知度を高め、知名度を高めることによ
り、メンバー獲得にもつながっていくのではないでしょう
か？メンバー各位・地域の皆様の御協力をいただき、また、
次年度も多くのプルタブ・エコキャップが集まることを期
待したいと思っております。

第 3 回富士山部役員会
評議会

富士山部副書記
飯島 唯志

5 月 22 日(日)、第 3 回富士山部役員会・評議会が富士市ロ
ゼシアターにて行われました。近くで昼食を済ませてから
13 時より役員会がおこなわれ、久保田富士山部部長より第
3 回東日本区役員会の報告、各議案の評議会上程の審議が
おこなわれ、ひきつづいて評議会に入りました。久保田部
長は 1 年半の部長職となりましたが皆さんのおかげでここ
まで来れましたと挨拶。続いて東日本区役員会の報告、各
事業主査、委員の後期活
動報告、各クラブの後期
活動報告のあと、定足数
の確認を済ませ議案の
審議。2015 年度富士山
部会計決算報告・会計監
査報告、2016 年度富士
山部会計予算案等審議
され承認されました。
引き続いて富士山部次期役員研修会が行われ、伊東クラブ
から稲葉次期書記、杉本次期会計、野村次期 C 副会長、そ
して私飯島次期会長の 4 名が出席。増田次期部長より部長
方針、部行事予定などの説明があり、その後、各事業主査、
各会長の事業計画・会長主題などの説明が行われました。
（会長としての初仕事…）次年度は沼津クラブが 40 周年を
迎えます。続いて参加者それぞれが各事業主査をかこんで
神田川船の会へ
各事業のテーマごとにどう臨んでいくべきかなどを話し合
う研修会。私はユース事業主査井上 Y’s のところでユース
事業についての研修。正直ユース事業がどういうものなの
親睦委員
かわからない部分もあったのですが、富士山部各クラブに
金子 正樹 おいては CS 事業や青少年事業との関係性の上でのユース
事業展開を行っている場合がほとんどであり、そのような
5 月 14 日(土)榎本会長はじめ、梅原 Y`s・浦頭 Y`s・田辺 認識で一致した…ように思われます。研修会終了後は 4 名
Y`s・堀口 Y`s・齋藤 Y`s・菅野 Y`s・野村 Y`s・内山 Y`s・ で「回らない」寿司でも行こうか？となりお疲れさん会。
沼津クラブの相磯 Y`s・自分の 11 名で、第 73 回神田川船 「回る」寿司でもよかったかな？とか思ったとか思わなか
の会に参加してまいりました。自分は仕事の為、現地集合 ったとか。そんなこんなで帰路につきました。お疲れ様で
でしたが、両国の駅に着くと大相撲の開催日とあって多く した。
の人の中に、前から紫色のジャンパーに麦わら帽子の人
が。聞けば、「船には屋根がないので、おそろいの帽子を
買ってきた」そうです。隅田川からスタートして、神田川・
日本橋川・小名木川と回り隅田川に戻ってくる約 2 時間半
のコースです。普段の景色と違い、川から見る景色に感動
し何よりも、橋の数が多いことにびっくりしました。グリ
ーンクラブの渥美 Y’s の説明で歴史も学べました。途中、
齋藤 Y’s が船に酔ってしまったのか？？ノックダウンのハ
プニング。小名木川の扇橋開門では、ミニパナマ運河体験
をし、榎本会長が傘を 2 本壊すという？一番の盛り上が
り！！普段とは違った景色が見れた船の会でした。下船
後、両国といえば「ちゃんこ！」での、東京グリーン・東
京むかでのメンバーと懇親会へ。色々な話をさせていただ
東京グリーンクラブ・東京むかでの方と懇親会
き、改めて先輩たちの活動に感謝し、自分も頑張っていこ
うと思う船の会でした。参加の皆様、お疲れ様でした！！

御殿場クラブ
30 周年記念例会

亀石峠清掃

会報・IT・広報委員長
飯島 唯志

会報・IT・広報委員
飯田 進

5 月 29 日(日)、御殿場クラブの 20 周年記念例会が、YMCA
東山荘にて開催されました。伊東クラブからは、12 名の登
録。朝、7 時半頃に伊東を車 2 台で出発。
（内山 Y’s は仕
事の為直接現地へ）少し早目に到着しましたが、皆さん順
次集合。富士山部の見知った顔との挨拶も済ませて、完成
した新本館でのセレモニー！と行きたかったところです
が、工期が延びてしまっており、残念ながらこけら落とし
の周年記念とはいきませんでした。残念。講堂では、まず
富岳太鼓の歓迎の演奏。身体に響く太鼓が心地いい…。血
液がめぐっていくような感じがします。熊本震災の支援募
金のお願い、20 周年か
らの御殿場クラブの歩
みを記したスライドの
上映を経て、開会点鐘。
ワイズソング、ワイズ
の信条と続いて御殿場
クラブ杉山会長の挨
拶。御殿場市市長をは
じめ来賓の皆様の御挨
拶をいただきました。
また、伊東クラブより東山荘 100 年募金へ寄贈をおこない
ました。記念事業は 2019 年の椿サミットへ向けて椿 15 品
目を東山荘に（植樹は 2017 年を予定）寄贈するとのこと
で、その目録が手渡されました。誕生・結婚祝い、閉会点
鐘。しばし休憩の後再び富岳太鼓の皆さんの演奏。そして
小山高校のドリルダンス披露。初夏を思わせる暑い日でし
たが汗いっぱいになって全国大会出場を目指す小山高校
の創作ダンスが華を添えました。会場を移して懇親会。和
やかに懇親会は進みました。途中御殿場クラブ IBC の台南
クラブの方々から御殿場クラブのメンバーにキャップ・バ
ナー・記念品などのプレゼントが行われましたが、来場し
た各クラブ会長にもキャップ・ミニバナーのプレゼントが
あったりと大賑わいの懇親会でした。

伊東市の第 20 回ごみゼロ運動クリーン作戦が 5 月 29 日に
行われました。我々ワイズメンズクラブも CS 事業とし例年
のごとく参加、協力いたしました。ここ亀石峠は伊東市へ
の入り口の一つであり玄関であります。当日は 9 時にスカ
イライン亀石料金所の下の駐車場に集合し 3 本のワイズの
幟を立て少しは存在をアピールいたしました。
参加メンバーは管野 Y’s、菊間 Y’s、佐藤 Y’s、野村 Y’s、正
木 Y’s、山本 Y’s そして数少ない女性の鈴木 Y’s と私、飯田
の計 8 名で作業を開始いたしました。上下、上り下りの 2
班に分かれ下って道路の分岐までを分別収集しながらの作
業でした。今までよりゴミの量が少なく感じられ 10 時過ぎ
には終了に至りました。メンバーが飲料水を購入に車を動
かし一息いれた頃に稲葉 Y’s が駆け付けました。遅れても
参加しようという心映えは良とすべきであり今年の亀石清
掃は 9 名の参加で終了いたしております。
（編註：稲葉 Y’s は出陣式出席の為、遅れたものかと思わ
れます）

第 19 回東日本区大会速報

第 19 回東日本区大会において、伊東ワイズメンズクラブの
堀口正作 Y’s が奈良傳賞を受賞しました！おめでとう！！
これからも、伊東クラブの良きお父さんでいてくださいね。
【堀口正作 Y’s 1931 年 1 月 11 日生 85 歳】
1976 年、チャーターメンバーとして入会以来 40 年間例会
会出席を継続中。この間、熱海 YMCA 運営委員やクラブの周
年記念実行委員長などの重責を果たし、1986 年、熱海 YMCA
伊東センター建設にあたり自己所有の土地を提供され、現
在の伊東クラブの活動拠点となっています。

運営委員会だより
5/11(水) － CS・ドッジボール委員会
伊東市社会福祉協議会へ プルタブ・エコキャップ寄贈
出席：榎本・杉本・久保田・山田・飯島
5/14(土)
東京グリーンクラブ「神田川船の会」参加 11 名
5/22(日) － 富士山部
第 3 回富士山部役員会・評議会 於：富士市ロゼシアター
同日、富士山部次期役員研修会
5/29(日)
御殿場クラブ 30 周年記念例会 於：東山荘 登録 12 名
YMCA 東山荘 100 年募金へ 150,000 円寄贈
5/29(日) ― CS・ドッジボール委員会
第 20 回「ごみゼロ運動」参加 亀石峠頂上付近
6/4(土)～5(日)
第 19 回東日本区大会 長野市若里市民ホール
19 名登録 （榎本会長、年次代議員会出席）
6/4(土)～5(日) － 親睦委員会
東日本区大会に合わせて、親睦旅行を実施
6/13(月)
6 月例会 例会終了後、定時総会となります
6/26(日) － 執行部
YMCA 伊東センター 清掃・片付け 9:00～

例会だより
5 月例会は勝又 Y’s 司会のもと定刻をちょっとすぎてしま
いましたが、始まりました。開会点鐘、梅原 Y’s の開会の
言葉。
「5 月 6 月と行事が多いが、最後までみんなで盛り上
げてもらいたい」鈴木幸 Y’s によるワイズの信条、ワイズソ
ングと続き、会長挨拶。
「ゴールデンウィークは仲間とプチ
ツーリングをしてきました。生涯ライダーとワイズメンで
ありたいと思う」ゲスト・ビジター紹介。卓話者として篠
原憲先生、また下田クラブより臼井 Y’s が紹介されました。
続いて書記報告。5 月以降の行事などの案内がなされまし
た。親睦委員会の金子 Y’s による誕生・結婚祝い。田辺 Y’s
の食前の感謝で食事。食事の後は親睦委員会の安藤 Y’s の
スマイル。委員会報告では CS・ドッジボール委員長より松
川清掃、プルタブ・エコキャップ寄贈の案内、御殿場 30
周年記念と重なってしまう為、周年記念欠席の方に改めて
ごみゼロ運動への参加のお願い。また、久保田富士山部部
長より東日本区大会時に BF 代表の方と一緒に行動する（富
士山部で歓待を行う）と案内がありました。続いて卓話の
時間。紹介者は久保田 Y’s。篠原先生は 2 年ほど前にも「地
図＆写真に見る伊東の近代化」の演題で卓話をしていただ
いたことがありますが、今回は「竹の内村の開発と失われ
た地名」ということで、古い伊東の話を伺いました。印象
的だったのは地区というより局所的な場所場所に地名が付
いていた時代があり、その地名は意味があるものだったこ
7/11(月)
と。数年前の広島の土砂災害にて、その地区の様子を示す
2016 年度 7 月初例会
ものだった地名が消えてしまったことで未来に向けての警
例会終了後、臨時総会（2015 年度事業報告・決算報告） 告が薄れてしまった可能性があるというような話があった
なと思いだしました。私のコーナーは飯田 Y’s でお仕事関
東日本区より
係のお話。出席率 96%、スマイル 20,000 円が報告され山本
熊本大震災支援募金協力のお願い（期限なし）
Y’s の閉会の言葉、閉会点鐘で終了しました。
※JEF より 1,000,000 円拠出しました
記 飯島唯志
お知らせ
次年度学童野球協賛について
6 月 27 日(日)、9:00 より YMCA センターの清掃を行います。
会期が変更になりました。
執行部の皆様、ご協力をお願いします。
2016 年 9 月 17 日(土)・22 日(祝・木)
予備日：9 月 24 日(土)
各委員長の皆様へ
引継資料等の作成を行い、次期の委員長へ必ず引継を行っ
てください。
他クラブ訪問記録

5/18(水)
下田 3 名
飯島唯志君、堀口正作君、牛田俊夫君

在籍者
功労会員
広義会員
療養会員
出席者
メネット

５月例会報告
27 名 コメット
名 ゲスト
名 ビジター
1 名 メーキャップ
25 名 出席者総数
名 出席率
５月修正出席率
100％

名
1名
1名
1名
27 名
96％

当月
当月
当月
当月

第４７９回７月例会予告
と
き
７月１１日(月)
受
付
浦頭 薫君
ビジター
久保田康正君
司
会
鈴木 敦君
開会の言葉
堀口正作君
ワイズの信条
菅野政典君
食前の感謝
内山雅裕君
閉会の言葉
田辺寛司君
※例会終了後、臨時総会となります
スマイル報告
東日本区・富士山部
20000 円 累計 333000 円
第 19 回東日本区大会
終了しました。
ＹＭＣＡ基金
円 累計
円
ＢＦ基金(切手)
熱海ＹＭＣＡ報告
kg 累計
kg
ＢＦ現金
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

