会長：飯島唯志 直前会長：榎本 博 次期会長：斎藤福男 Ａ副会長：佐藤 諭 Ｂ副会長：勝又秀仁 Ｃ副会長：野村慶和
書記：稲葉富士憲 副書記：牛田俊夫 会計：杉本隆夫 幹事：杉本隆夫・佐藤 諭・稲葉富士憲

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 ”
会長主題 【 ともに考え、実行しよう 】 “ Think and Do it Together ”

“ TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT ”

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: Joan Wilson（カナダ）
“Our Future Begins Today”
アジア会長: Tung Ming Hsiao（台湾）
“Respect Y's Movement”
東日本区理事: 利根川恵子（川越クラブ）
伊東ワイズメンズクラブ

“明日に向かって、今日動こう”

CHARTERED
OCT.4.1976

富士山部部長: 増田 隆（富士クラブ）
“富士山のように大きな心で奉仕をしよう”

あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く
旧約聖書 イザヤ書 60 章 1 節

日
会
受
司

時･･･3 月 13 日(月)18：30～21：00
場･･･暖香園 ル・オール会議室（2 階）
付･･･正木 薫君・杉本隆夫君（会計）
会･･･山本 健君

・点 鐘
会長
・開会の言葉
・ワイズの信条
・ワイズソング
・会長挨拶
会長
・ゲスト/ビジター紹介
会長
・書記報告
書記
・誕生/結婚祝
・食事(食前の感謝)
・スマイル
・委員会報告
・卓 話
・私のコーナー
・みんなで歌おう！
伊東クラブソング「愉快な仲間」
・出席率/スマイル報告
・閉会の言葉
・点 鐘
会長

飯島 唯志君
飯田
進君
堀崎 龍夫君
一
同
飯島 唯志君
飯島 唯志君
稲葉富士憲君
親睦委員会
菅野 政典君
親睦委員会
各委員会
沢田 勝也氏
安藤 真範君
一
同
担当委員会
堀口 正作君
飯島 唯志君

お誕生日おめでとう！！
6日
21 日
30 日

内山
梅原
鈴木

雅裕君
敬二君
敦君

あ

該当者なし
あ

結婚記念日おめでとう！！
8日
13 日
15 日
19 日
21 日

勝又 秀仁君
久保田康正君
杉本 隆夫君
榎本
博君
堀崎 龍夫君

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

あ

ＹＭＣＡ青少年 スキー教室
ＹＭＣＡ青少年事業委員会 委員長

沼津クラブ

菅野政典

会長

周年記念例会
飯島唯志

沼津クラブの 50 周年と重なり会長は沼津へ。何か流
れが悪いような…そんな気がするも YMCA 青少年ス
キー教室は当日を迎えた。集合場所へは 1 番乗りし皆
を迎え、悪く思えるものを払拭しようと意気込み行っ
てみれば 3 番手。ヤバッ！早過ぎでしょ！気持ちだけ
が空回り…どうなるんだ？スキー教室？参加の子供が
忘れ物で遅れるはまだしも、同行メンバー1 人が音信
不通… 不安な気持ち倍増の中、出発。しかし始まって
みれば参加の子供達もメンバーも笑顔いっぱい。ゲレ
ンデでも宿舎でも元気いっぱいの姿を見ていたら不安
な気持ちなど何処かへ…。辛さなど見せずに楽しもう
2/18(土)沼津クラブ 50 周年記念式典に勝又 Y’s･鈴
とメンバー自らが子供達にふれあう。初めて委員長を
木敦 Y’s･田辺 Y’s･堀口 Y’s そして私の 5 名で行ってき
して不安だけが先行していたが、早朝より準備・見送
ました。余裕を持ち過ぎた出発だったため、会場に到
り・同行とメンバーの皆さんに助けて頂き無事に終え
着したのが受付開始の 50 分ほど前。ははは(^^; 前日
る事が出来ました。本当にありがとうございました。
は春一番が吹き荒れた荒天でしたが一転穏やかな天候
で同時に行っている YMCA スキー教室の様子なども
気にしつつ受付開始を待つ。第一部の式典では着物姿
の渡辺会長先導で杉谷美砂さんの入会式が行われまし
た。また、留学生スピーチコンテストの表彰と発表な
どがあり式典は終了。記念講演は山梨 YMCA 理事長大
澤氏による講演。マイクの関係か若干聞き取りにくか
ったのが残念。懇親会ではいつものように和気藹々と
飲食し（後半は歌謡ショー？）にぎやかな周年記念は
終了しました。同行メンバーの皆様お疲れ様でした。

ＹＭＣＡ青少年 スキー教室

ＹＭＣＡ青少年事業委員会

副委員長

浦頭

薫

2 月 18 日(土) 6：00 参加者 80 名と同行メンバー13 名はサンメドウズ清里スキー場に向け出発。バス車中で
はビンゴ・DVD 鑑賞などで楽しみ 11：00 宿泊先の羽村市自然休暇村に到着。ウェアーに着替え昼食を済ませ
ゲレンデへ。未経験者・経験者に分かれてインストラクターの指導を受けます。子供達は緊張した面持ちで「嫌
だな～」
「できるかな～？」と不安な声も聞こえましたがリタイアする子もなく全員がスクールに頑張っていま
した。そんな子供達を見守りつつ、スクールに少しだけ参加した山本 Ys と私は、内山 Ys に誘われ行った先が
富士山もクッキリと絶景の頂上。ものすごい急斜面「マジ？ここから降りるの？」なんて言っている間に山本
Ys が勢いよく滑り出しました… が 即転倒「うわ～やっぱり教えてもらった八の字では止まれないんだよ～」
続いた私も何度も転び雪まみれ。それでも何とか降りてきました。無事、１日目を終え夕食のハンバーグ＆バ
イキングに満足そうな子供達。自由時間は体育館で子供達と汗が流れるほど遊びました。消灯後の反省会では
色々な意見が出ました（後日紹介）2 日目も快晴
ゲレンデに着くなり「どっちが早いか競争しよう」
「ウェ
ーブが出来るようになったよ」と満面の笑み。昨日とは違い子供達は既にスキーヤーでビックリ！楽しい時間
はアッという間に過ぎ… 伊東に向け出発
子供達には、このスキー教室を通して学校とは違う楽しさ・
厳しさを学べた事と思います。18：30 定刻通り伊東市役所に到着。メンバーの皆さん・ベテラン運転手さんお
疲れ様でした。私自身、良い経験もでき楽しめた 2 日間でした。
「楽しくなければワイズじゃない」でしょ

A グループ（担当副会長：佐藤

諭）

・プログラム/ドライバー委員長
・会報委員長
・親睦委員長

久保田康正
勝又 秀仁
金子 正樹

B グループ（担当副会長：菅野政典）

浦頭
薫
安藤 真範
菊間 利夫

・YMCA 青少年事業委員長
・BF/IBC 委員長
・CS 委員長
C グループ（担当副会長：鈴木

敦）

・EMC/会員選考/訪問委員長
・文献管理/会則研究委員長

堀崎 龍夫
堀口 正作

上記の通り運営委員会において承認されました

EMC/会員選考/訪問/文献管理/会則研究委員会
副委員長

田辺寛司

3 月 6 日（月）PM7：00 より、ル・オール特別会議
室において 22 名参加でセミナーを開催しました。先
ずは、会議室が満杯となる高出席率に、うれしい誤算
となりました。コーヒー、ケーキ付きで 500 円はかな
りリーズナブル。第 1 回のセミナーでは、知ってもら
いたいワイズの知識、歴史などをパネラー主導の一方
通行に多くの時間を掛ける学校の授業型で進行させま
したが、今回は参加者が中心で自分の思い、知りたい
こと、要望事項などを提案できる、全員が発言のチャ
ンスを持てるセミナーを心掛けました。ワイズ活動に
精通したベテランから、まだ経験が少ないメンバーま
で、心一つに楽しいクラブ活動を展開しようという心
意気が感じられる発言が、数多くあったように感じま
した。担当委員会として、今回のセミナーでは参加者
の協力もあり、2 時間を有効に活用できたものと満足
しております。最後には、第 3 回はいつ開催するかと
の意見も出てビックリ！と、やりがいを覚えました。
誇りを持てるクラブ作りに EMC 委員会はこれからも
心掛けなければと強く思いました。

Make ITO club Great Again !

牛田俊夫 （第 36 代会長）
入会のきっかけは仕事の得意先で
あった林徳松さんです。3 ヶ月ほど
毎週のように訪ねて来られ、さすが
に根負けしました。伊東クラブ設立
にあたり既に熱海クラブへ入会して
いた今は亡き初代・2 代会長の稲葉
栄三さんと紹介者に連れられ、熱海クラブの例会に出
席すると、まず最初に顔写真を撮られました。撮影者
は井堀さん（現：熱海グローリー）だったと思います。
熱海クラブへは 3～4 回通い、設立準備など多忙でし
た。伊東クラブのチャーター当日はホテル聚楽への入
口にある伊東郵便局前に案内看板を持ち 2 人で案内係
りをしました。まだ何も判らない小生（28 才入会）で
したので、長老にワイズメンズクラブとは…から学び、
歴代会長にも色々と教えを頂きました。伊東クラブ設
立当初はメンバー数 53 名。12 の委員会で構成され、
委員会活動もかなり活発で事あるごとに侃々諤々（笑）
委員会終了後には街に繰り出し他委員会のメンバーと
鉢合わせたり、合流したりしワイズ談義に花を咲かせ
ました。BF での使用済切手の整理では、切手を台紙よ
り剥がすのが大変な作業でした。現在は台紙を剥がさ
ずに切手の四方を 5mm カットとなっています。これ
は…無から有を生み出す（使用済切手→現金/ポイン
ト）と言われており、当時はメンバーが集まりワイワ
イとやっていました。みんなワイキチで元気一杯でし
た！（近年は送料が高く送付の方法も検討が必要です）
伊東クラブ設立 10 周年記念でホストした第 40 回日本
区大会では北海道から沖縄までの全国各クラブ・海外
クラブから総勢 1046 名が集いました。当時は下から
数えて 5 番目位でしたが、設立から 40 年経った今で
は、堀口正作 Ys・梅原敬二 Ys・田辺寛司 Ys・堀崎龍
夫 Ys に続くシニア 5 番目となりました。私と久保田
康正 Ys、杉本隆夫 Ys の 3 人は同じ年です。伊東クラ
ブの事業は、8 月のキャンプ教室・11 月のワイズ杯ド
ッジボール大会・2 月のスキー教室、それに本年度よ
り新規事業で 9 月開催の学童軟式野球大会とありま
す。自分自身の体力にも限界はありますが…活動可能
な範囲で参加し手助け出来ればと考えております。

2/18(土)～
19(日)
2/18(土)

ＹＭＣＡ青少年スキー教室 参加者数：80 名
同行メンバー：13 名 送迎メンバー：7 名
沼津クラブ 50 周年記念例会
出席：飯島会長・勝又 B 副会長・鈴木敦 Ys
出席：田辺 Ys・堀口 Ys
3/4(土)5(日) 次期クラブ会長・部役員研修会 会場：東山荘
出席：次期会長：齋藤福男
出席：次期富士山部会員増強事業主査：久保田康正
出席：次期東日本区会員増強事業主任：榎本 博
3/6(月)
第 2 回ＥＭＣセミナー開催 参加者数：22 名
4/8(土)9(日) 第 3 回東日本区役員会（現/次期合同）出席：榎本
4/15(土)
彦根シャトークラブ 35 周年記念例会
会
場：エクシブ琵琶湖
受
付：16：30～
記念式典：17：00～
記念パーティー：17：45～
登 録 料：￥10.0004/23(日)
伊東市少年少女合唱団 第 40 回記念発表会
会場：観光会館 開場 12：30 開演 13：00
5/21(日)
第 3 回富士山部役員会/評議会 熱海 YMCA センター
6/3(土)4(日) 第 20 回東日本区大会 会場：ウェスタ川越
●クラブバナー レプリカ完成（ミニバナー 追加分 詳細検討中）
●YMCA 青少年スキー教室 横断幕完成
●2017 年度 委員長 承認
●会報/IT/広報委員会…3 月号会報 スキー教室 増刊号の発行
●親睦委員会…彦根シャトー35 周年記念例会に親睦旅行を兼ねます
●親睦委員会…3 月例会後 懇親会 開催 会費：￥3.000●青少年事業委員会…YMCA 青少年スキー教室 収支報告 承認
●BF/IBC 委員会…親睦委員会と協力して親睦旅行を企画します
●CS 委員会…お年玉年賀切手シート収集 3 月例会にて
●CS 委員会…プルタブ/エコキャップ収集 4 月末迄にセンターへ
●EMC 委員会…EMC セミナーに大勢の参加ありがとうございました

沢田 勝也 氏（さわだ かつや）
社会福祉士/介護福祉士/介護支援専門員
1974 年(昭和 49 年)生れ 伊東市富士見町 在住
事業所：市内調剤薬局勤務（関東一円 21 店舗）
演 題：
「ケアマネージャーの仕事って… 何？」
紹介者：榎本 博君
2/15(水) 下田クラブ 飯島唯志君・牛田俊夫君・堀口正作君
2/18(土) 沼津クラブ 飯島唯志君・勝又秀仁君・鈴木 敦君
2/18(土) 沼津クラブ 田辺寛司君・堀口正作君
訃

報

2/24(金) 竹内敏郎氏逝去 享年 91 才 熱海グローリークラブ
熱海 YMCA 理事長・第 59 代国際会長・第 25 代日本区理事
葬儀はご遺族の意思により近親者のみで執り行われました
YMCA・ワイズメンズクラブで「お別れ会」を催します（詳細は後日）
夢や勇気・知恵を与えてくださった竹内敏郎ワイズ
日
心からご冥福を祈ります

在籍会員
内功労会員
内広義会員
内療養会員

出席会員
メネット

28 名
0名
1名
0名
27 名
0名

コ メ ッ ト
ゲ ス ト
ビ ジ タ ー
出席者総数
出 席 率
メーキャップ

0名
0名
1名
0名
100％
0名

2 月例会は TOF（タイムオブファスト）
により食事無しの節約例会。そのため 19
時より浦頭 薫 Ys の司会にて、開会点鐘。
開会の言葉は安藤 Ys、そして飯島会長が
挨拶で成人式や伊東駅伝大会への協力に
感謝し、季節柄…体には充分気をつけて下
さいと言われる。泉 文雄 国際交流事業主
査より、ロールバックマラリアのお礼及び
年賀切手収集と沼津クラブ 50 周年記念
例会へのお誘いあり。次期クラブ役員の発
表が齋藤福男次期会長よりあり。楽しいス
マイルでは書記の稲葉 Ys は現市議会議長
のため、各催し物にて出席され、その毎に
スマイルを沢山取られていました。卓話な
しの全委員会の報告。●青少年委員会は
2/18・19 の YMCA スキー教室の役割
分担とスケジュールについて。●プロ/ド
ラ委員会は当委員会についての説明と現
況報告。●会報/IT/広報委員会は毎月 2
回以上委員会を開催し、会報編集/校正/
発送、運営委員会の報告を行っている。●
親睦委員会は会員同士がより親密になる
事を心掛け、色々と多くの情報収集に努め
る。例会後の懇親会には多勢の出席に感
謝。●BF/IBC 委員会は BF とビショップ
フッドファンド（bishop hood fund ）
が始まりで、今はブラザーフッドファンド
に変わった。使用済切手の価値が下がり、
最近は現金が中心となる。IBC は現在、積
極的希望者が少ないので DBC に力を入
れたい。●CS 委員会は年賀切手を 23 枚
以上か現金￥3000-です。●EMC 委員
会は第 2 回 EMC セミナーを 3/6(月)19
時より田辺 Ys を講師に開催。私のコーナ
ーでは山本 健 Ys が自分の仕事について
話をされ、多くの会員より質問を受ける。
スマイル・出席率報告、そして佐藤 諭 Ys
の閉会の言葉で、閉会点鐘。 記：堀崎
と
き・・・・・4 月 10 日(月)
受
付・・・・・堀崎 龍夫 君
司
会・・・・・齋藤 福男 君
開会の言葉・・・・・久保田康正 君
ワイズの信条・・・・正木
薫 君
食前の感謝・・・・・佐藤
諭 君
私のコーナー・・・・浦頭
薫 君
閉会の言葉・・・・・山田 光彦 君
卓 話 者・・・・・東畑 克博 氏
東陽総合法律事務所（紹介者：飯田 進君）

当月

43.000 円

累計

315.799 円

当月

0円

累計

0円

当月

0kg

累計

0kg

当月

0pt

累計

0pt

・強調月間：BF/メネット
・ＣＳ写真コンテスト開催

3/2(木)理事役員会

会報委員会 委員長：正木 薫 副委員長：鈴木幸枝 委員：牛田俊夫・榎本
会長宅 〒414-0038 伊東市広野 3-4-23 TEL：0557-37-7328

博・堀崎龍夫 連絡先 080-1561-1448

FAX0557-38-8789

