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”

発行：2017/4/27

ひとりよりもふたりが良い。ともに労苦すれば、その報いは良い。
コレヘトの言葉 47 章 7 節

日
会
受
司

時･･･5 月 8 日(月)18：30～21：00
場･･･暖香園 ル・オール会議室（2 階）
付･･･安藤真範君・杉本隆夫君（会計）
会･･･勝又秀仁君

・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
(株)伊豆新聞本社
・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
梅原 敬二君
山田 光彦君
一
同
飯島 唯志君
飯島 唯志君
稲葉富士憲君
親睦委員会
田辺 寛司君
親睦委員会
各委員会
森野 宏尚氏
菅野 政典君
一
同
担当委員会
鈴木
敦君
飯島 唯志君

お誕生日おめでとう！！
該当者なし

17 日
30 日

杉本
菊間

葉子さん
治代さん

結婚記念日おめでとう！！
6日
27 日
31 日

稲葉富士憲君
及川 泰広君
菊間 利夫君

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

彦根シャトーワイズメンズクラブ
第 35 代会長 山内 勉
私ども彦根シャトーワイズメンズク
ラブは本年創立 35 周年を迎え、先日に
は多くの方々を迎えて記念例会を無事
開催することができました。貴クラブからも多数のご
出席をいただき誠にありがとうございます。中でも貴
クラブとの大漁旗の交換は感動的でした。これも皆様
方との長年のご厚誼のたまものと感謝申し上げます。
また、
昨年 11 月には創立 35 周年と貴クラブとの DBC
締結 20 周年を記念して彦根城近くの金亀公園に桜の
苗木を植樹させていただきました。伊東から遠路お越
し頂き、大久保彦根市長と共に植樹することが出来ま
した。この桜は無事根付いて、今後、大きく育って年々
花を咲かせて楽しませてくれること思います。両クラ
ブのおつきあいも、この桜のように年々・長ーく・楽
しく・有意義なものに育てていきたいと思いますので、
今後とも宜しくお願いいたします。

伊東ワイズメンズクラブ
第 41 代会長 飯島唯志
彦根シャトークラブ山内会長はじめ
メンバーの皆々様、チャーター35 周年
誠におめでとうございます。先日その周
年記念例会にお邪魔させて頂きましたが、風の谷キャ
ンプ場の整備の歴史などをうかがうに並々ならぬご努
力を経ての 35 周年なのだと改めて感じ入りました。ま
た今年度は山内会長の「ひこね桜一杯運動」の一環と
して、昨年 11 月末に彦根城下の金亀公園に記念植樹し
た八重桜のつぼみがついてるよということで、5 年
後・10 年後には春の彦根を彩る一員となり 40 周年・
50 周年へと続くシンボルになるであろう桜の植樹の
お手伝いがわずかばかりですができたことをありがた
く思います。同時に記念例会にて DBC 締結 20 周年と
して大漁旗の交換を行い今後のますますの親睦・交流
をお約束できたことを嬉しく思い、ここに両クラブの
発展を願いましてお祝いの言葉とさせて頂きます。

彦根シャトーワイズメンズクラブ 35 周年実行委員長 関口儀彦
私が入会したのは鈴木康雄ワイズが紹介者で今は亡き第 14 代 伊藤忠夫会長の時です。もう
21 年経ちました。色々な事がありました…。DBC で伊東クラブに幾度とお邪魔させて頂きまし
たが、一度は群発地震がひどく例会場やホテルがユサユサと揺れてビックリした事。ゴルフを
やれば濃い霧の中でのティーショット、雨にも降られました（雨男なもので）事を思い出しま
す。帰路のバスの中で観光組は美味しい海の幸を堪能した話で盛り上がっており、次回は観光組で参加したい
と思ったくらいです。我がクラブでの出来事と言いますと、27 代会長をさせて頂き「ワイズメンとは！」が少
し分った様な気がします。本当に色々な思い出があり、どれを書いたら良いかと考えますが… 我が彦根シャ
トーは団結力のあるクラブでメン・メネットの協力と言ったら随一です。第 6 回西日本区大会を子クラブであ
る長浜クラブと共にホストして行いました。自慢の団結力が発揮できた素晴らしい大会だったと自負しており
ます。現在でも長浜クラブとは友好で親密なクラブ関係を継続しています。創立 35 周年を迎えるまでには多く
の事が思い出として記憶にありますが、文字数の指定を厳しく伊東クラブ会報委員会○○ワイズより指示をさ
れておりますので、この辺で終わりたいと思います。それでは皆さん… ご健康で！ またお会いしましょう！

彦根シャトーワイズメンズクラブ 第 15 代会長 鈴木康雄
♪ 3 日前なら覚えているが… ウ～ン！20 年前… ちと解らね～ナ！ なんちゃって、ホント
20 年も経ってしまったんですネ！ びっくりです。 思い起こせば亡くなられた伊藤忠夫 14 代会
長の時に IBC・DBC 委員長の和田忠美くんが引率して伊東クラブへ行った記憶があります！弊
彦根シャトークラブは西日本区では異端児としてワイズでは好ましくないクラブでして、出来る
限り似たクラブを… と、見合いをして、交際を重ね、出来るだけ双方負担なく結ばれても楽しく将来をともに
できる事で、めでたく締結をいたしました。その頃はお互いメンバー数も多く 50 名前後だったと記憶していま
す。ちょうど私が第 15 代会長の時を記念して伊東クラブの鈴木隆夫ワイズが会長で、同性だったので、その後
伊東へ行く度に一緒にお酒を酌み交わしました！そして伊東クラブは鈴木芳男ワイズ、鈴木 敦ワイズと 3 期
続いて鈴木さんが会長をされて、とても印象に残っております！でも今は鈴木 敦ワイズのみとなってしまっ
て淋しいかぎりです。彦根シャトーも、その頃からはメンバー数も半減しています。今後は老体に鞭打って若
い力のメンバーを増やすことに頑張らなければ… と思っています。でも歳をとって何をやってもスローになっ
ていますがワイズは楽しく老人でも仲間として扱って戴けるので、まだまだ続けたいと思っております！ 伊東
クラブの方々も見捨てないで、今後も末永いお付き合いをお願いいたします。 宜しくお願い致します！！

伊東ワイズメンズクラブ 第 20 代会長 田辺寛司
時の流れは矢の如しの思いがします。21 年前、日本区が東西に分かれる事で DBC 締結を各ク
ラブに日本区は要請していました。当時のクラブ会長としての私は、相手探しの責任感で頭の痛
い問題でした。何とかしようと熊本の某クラブに、日本区の役員として活躍していた梅原敬二ワ
イズに仲立ちを願い締結を試みましたが話は進みませんでした。そんな中、伊東クラブ 5 月例会
に参加したいと、彦根城の奥方から突然恋文を頂いた思いでした。渡りに船、ラッキー、小躍りして喜んだ事
が昨日のように思えます。例会の卓話では、美人講談師、神田 紅さんにシャトークラブ 18 名の参加者も感激、
喜んでもらいました。彦根シャトークラブ 初代会長 正村公一さん、私と同期会長の伊藤忠夫さんも今は故人
となりましたが、2 人には伊東クラブとの DBC に熱く尽力して頂き心から感謝するしだいです。DBC 締結 20
年経過した今、当時の思いを知るメンバーも数少なくなったとはいえ、親密な親睦の交流が今も毎年継続して
いる事にワイズの楽しさを実感しています。
親睦旅行
ＤＢＣ交流
親睦委員長 安藤真範
ＢＦ/ＩＢＣ委員長 内山雅裕
今回の親睦旅行は彦根シャトークラ
4 月 15 日（土）～ 16 日（日）彦根
ブ 35 周年記念例会への参加に兼ね 4/15
シャトークラブ 35 周年記念例会に行っ
～16 の 2 日間で開催しました。参加者
てきました！今回は DBC 締結 20 周年
16 名。中型バスをチャーターし市内各所でメンバーを もあり、伊東クラブの親睦旅行を兼ねてメンバー16 名
乗せ彦根へと向かいました。好天に恵まれ車窓からの で参加しました。例会会場のエクシブ琵琶湖に着くや
桜の花もとても心地の良い旅の始まりです。新東名高 いなや、彦根シャトーメンバーとの 1 年ぶりの再会。
速道路の浜名湖 SA にて昼食。会場となるエクシブ琵 歳の差はいろいろですが、なんだか昔の同級生に会っ
琶湖には予定通りに着く事ができホッとしました。記 たかの気分。笑顔！笑顔！ 記念例会時には締結 20 周
念例会では伊東クラブと彦根シャトークラブとの 年の記念品である大漁旗の交換をしました。16 日は毎
DBC 締結 20 周年を記念して大漁旗の交換も行われま 回恒例の観光および昼食懇親会です。案内されたのは
した。美味しい食事とお酒。そして余興のバンド演奏。 湖北にある「割烹 佐吉」琵琶湖で獲れた すっぽん・
アピールタイムと多いに盛り上がった素敵な記念例会 うなぎ・こいなど盛りだくさん。和気あいあいのなか、
でした。懇親会では…とても雰囲気の良いお店（高級 私は DBC で日本酒事件がトラウマになっていたので
クラブ？）で記念例会出席の各クラブとも交流をしま すが、ひさびさに解禁しました。DBC：国内兄弟クラ
した。2 日目は奥琵琶湖の割烹旅館「佐吉」にて琵琶 ブの彦根シャトークラブと締結して 20 年。20 年前に
湖で取れた鰻のすき焼き、鯉やビワマスのお造りなど 両クラブのダブル鈴木会長のもと、DBC が締結され、
（口に合わない方もいたのでは^^；）伊東では食べる たくさんの親睦 交流 出会いがあったかと思いま
事のできない料理を楽しみながら彦根シャトーのメン す。これからも、DBC20 年の歴史を大切にし、両クラ
バーとも更なる交流ができとても有意義な旅でした。 ブの枠を超えた交流ができればと思っております。

4/15(土)～
16(日)
4/23(日)
4/23(日)

彦根シャトークラブ創立 35 周年記念例会
DBC 締結 20 周年記念 出席：16 名
松川おそうじ大合戦「春の陣」参加：9 名
伊東市少年少女合唱団 第 40 回記念発表会
観光会館 会場：12：30 開演：13：00
5/13(土)
東京たんぽぽ Y サービスクラブ 15 周年記念例会
会場：東京ＹＭＣＡ山手コミュニティセンター
13：30～16：00 登録料￥50005/13(土)
富士山 YMCA グローバル・エコ・ビレッジ大感謝祭
「富士山 YMCA10 周年の感謝をこめて」
10：00～15：00 入場無料
5/21(日)
第 3 回 富士山部 役員会/評議会
会場：熱海 YMCA センター
5/26(金)
新旧合同運営委員会 18：00～
会場：スナック妍 会費：￥4000-（飲食含）
※引き継ぎ資料などありましたら持参して下さい
5/27(土)
故竹内敏郎さん『お別れの会』開催
熱海 YMCA センター B1F ホール
開会 13：30 閉会 16：00 会費制￥2000香典/生花はご辞退申し上げます
5/28(日)
第 21 回「ゴミゼロ運動」亀石峠清掃
6/3(土)～
第 20 回東日本区大会 会場：ウェスタ川越
4(日)
登録者数：16 名（4/27 現在）
●会報委員会…5 月号会報 彦根シャトー特集 ＋ 増ページ（写真集）
●親睦委員会…5 月例会後 懇親会開催 会場：スナック妍
●CS 委員会…プルタブ・エコキャップ贈呈 社会福祉協議会へ（予定）
●CS 委員会…2016 年度 東日本区 CS 写真コンテストに応募します
*第 12 回運営委員会（新旧合同運営委員会）は 5/26（金）です*

森野 宏尚 氏（もりの ひろたか）
（株）伊豆新聞本社 編集局特別参与
1953 年（昭和 28 年）伊豆市（旧修善寺町）生まれ 63 歳
1980 年（昭和 55 年）
（株）伊豆新聞本社 入社
取材記者・取材部長・伊豆日日新聞代表・編集局次長・編集局長など
を務める。当日はこれまでに執筆してきた特集記事の紹介、記事に出
来なかった裏話、今後の構想、伊豆の隠れた魅力などをお話されます。
演題：
「伊豆の低山を歩く、熱視線」
紹介者：堀崎龍夫君

5 月例会は、やや緊張気味の安藤 Ys の司
会で定刻通り 18：30 に点鐘。久保田 Ys
の代理で斎藤 Ys の開会の言葉。だいぶ慣
れてきた飯島会長の会長挨拶。続いて彦根
シャトーとの DBC 締結 20 周年記念品と
して大漁旗のお披露目。クラブミニバナー
50 枚追加作成の報告など、最近は中身が
大量になって来た検討事項、連絡事項等を
稲葉書記が報告。スマイルは金子 Ys、親
睦委員会の情報収集がやや少なかった為、
彼の巧みな誘導で皆…思い出しながら、又
お互いチクリながら、出てくるわ！出てく
るわ！やはり稲葉 Ys は市議会議長のため
何度もスマイルを取られていた。本日の卓
話は飯田 Ys の紹介で “東陽綜合法律事
務所”の代表弁護士 東端克博先生。
「あな
たにも起こるかもしれない、身近な法律問
題」と題して売掛金の回収について、顧問
弁護士の役割と費用、遺言の種類、遺産分
割及び相続放棄について、そして離婚手続
きの流れ、慰謝料、財産分与について等々、
会員にとっては関心の高い話ばかり、皆真
剣に聞き入った。所々笑いを誘いながら、
おもしろおかしく中身濃くたっぷりと。あ
っという間の 1 時間でした。終了後の質
問タイムも自分自身の抱えている事案が
多かったようです。卓話直後の「私のコー
ナー」はやりにくいかと思ったら、浦頭
Ys は看護士という職業柄、人間分析がう
まく、会員の仲間をおもしろおかしく上手
に分析評価していました。何となく得をし
た様な、物知りになった様な楽しい例会で
した。皆さんご苦労様でした。 記：堀崎

飯島会長

・4/15(土)16(日) 彦根シャトークラブ
安藤真範君・飯島唯志君・稲葉富士憲君・牛田俊夫君・内山雅裕君
梅原敬二君・榎本 博君・菊間利夫君・齋藤福男君・佐藤 諭君
菅野政典君・杉本隆夫君・鈴木幸枝君・野村慶和君・堀口正作君
山本 健君
・4/19(水) 下田クラブ
飯島唯志君・牛田俊夫君・堀口正作君
・4/24(月) 熱海クラブ/熱海グローリークラブ（合同例会）
牛田俊夫君・齋藤福男君
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
26 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
1名
3名
30 名
98％
0名

4 月卓話者 東端克博氏

と
き・・・・・6 月 12 日(月)
受
付・・・・・鈴木
敦 君
司
会・・・・・久保田康正 君
開会の言葉・・・・・齋藤 福男 君
ワイズの信条・・・・安藤 真範 君
食前の感謝・・・・・野村 慶和 君
閉会の言葉・・・・・牛田 俊夫 君
例会終了後定時総会となります

当月

30.000 円

累計

377.799 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：ＥＦ/ＪＥＦ
・第 20 回東日本区大会
6/3(土)・4(日) 川越

・5/15(月)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

