直前会長：飯島 唯志 次期会長：山田 光彦 Ａ副会長：佐藤 諭 Ｂ副会長：菅野 政典 C 副会長：鈴木 敦
書記：内山雅裕 副書記：山本 健 会計：牛田 俊夫 幹事：杉本 隆夫・佐藤 諭・榎本 博
会長：齋藤 福男

Together with all “Circle,Talking,Fellowship ”
【 みんなで 輪、話、和 】
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

CHARTERED
OCT.４.１９７６

国際会長: Henry Grindheim（ノルウェー）
“Let Us Walk in the Light – Together”
アジア会長: Tung Ming Hsiao（台湾）
“Respect Y’s Movement”
東日本区理事: 栗本 治郎（熱海クラブ）
“広げよう ワイズの仲間”
富士山部部長:加藤 博（熱海グローリークラブ）
“生き活き仲良し 富士山倶楽部”
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今月の聖句
あなた方は、この世ではなやみがある。
しかし勇気を出しなさい。わたしはすでに世に勝っている。
ヨハネによる福音書

10 月例会卓話者

第１６章

第２４節

宮川正生先生と齋藤会長

11 月会プログラム 第 495 回
日 時･･･11 月 13 日(月)18：30～21:00
会 場･･･暖香園 ル・オール会議室
受 付･･･三島 幸枝君
司 会･･･佐藤 諭君
・開会の言葉
山田光彦君
・ワイズの信条
菊間利夫君
・ワイズソング
一
同
・会長挨拶
会長 齋藤福男君
・ゲスト・ビジター紹介
会長 齋藤福男君
・食事(食前の感謝)
勝又秀仁君
・書記報告
書記 内山雅裕君
・誕生・結婚祝
親睦委員会
・スマイル
親睦委員会
・委員会報告
各委員会
・EMC セミナー
講師 田辺寛司君
・私のコーナー
浅倉秀行君
・出席率・スマイル報告
担当委員会
・閉会の言葉
金子正樹君

１１月お誕生日
お誕生日おめでとう！！

１６日
２９日

山本 健君
勝又秀仁君

結婚記念日おめでとう

３日
１９日

野村慶和君
佐藤 諭君

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

「伊東の海岸を守る会参加！」

ワイズメンの独り言

YMCA 青少年事業委員
浅倉 秀行

10 月 5 日(木)に伊東オレンジビーチで行われました。
梅原 Y’s 久保田 Y’s 榎本 Y’s 稲葉 Y’s 鈴木敦 Y’s 三島
Y’s 寒い中お疲れ様でした！！

ワイズメンの独り言

A 副会長
佐藤 諭

7 月 9 日に齋藤福男丸が出航して早くも５ヶ月になろう
としてます。7 月 29 日、7 月 30 日には YMCA 青少年キャ
ンプ教室、9 月には学童野球大会、11 月 11 日（土）に
はドッヂボール大会と青少年健全育成を目的にした事
業を齋藤会長の下、青少年委員会 CS 委員会が中心にな
りメンバーの協力で行い又行おうとしております。
これを伊東クラブが一致団結しなければ出来ない事業
ですが、チームワークの良さで成功したと思いますし、
成功できると思ってます。メンバーの皆さんご協力をお
願いします。
そして 12 月 23 日（土）はクリスマス家族会が開催され
ます皆さん、メネット、コメット、マゴメットをお誘い
頂き多数の参加をお願いしたいと思います。私も齋藤会
長の下、微力ではありますが協力していきますので宜し
くお願いします。
さて話は変わりますが私がワイズメンズクラブに入会
したきっかけですが、今は亡き市橋藤也元メンバーの誘
いでした。ワイズメンズクラブは何のか全く分からず、
とにかく見学に来なさいと言われて「見学ならいっか！」
と軽い気持ちで出席しましたが、その後下田クラブ熱海
クラブと出席して入会式でした。半分騙されたようでし
たがもう逃げられませんでした。鈴木隆夫会長の時でし
たが私が 37 歳でメンバーでは 3 番目位に若くて、こき
使われたのを思い出します。その頃も会社経営をしてい
ましたので、いろんな会合に出席して 1 番若いほうでし
たが今は年上のほうになってしまい年月を感じる今日
この頃です。今年度、齋藤会長が伊東新井港に無事帰港
するまで、A 副会長として任務を全ういたしますので、
宜しくお願いいたします。

若い時には気にも留めず考えもしなかった事がそれな
りに年を重ね、今では日々の情報から時に考える。政治
家としての資質・言動・行動・姿勢。また一般社会では、
いじめ・最近では道路上でのトラブルなど様々な問題が
取ざされている。やりたい放題やった者勝ちみたいな社
会がモラル道徳が昔と比べ崩れてきている様にも思え
る。気持に余裕が無く世知が無い世の中だからなのか、
技術を覚える環境や時間が少なく技術者が育たない・育
ちにくい時代になったとも言われている。少子化も加え
後継者不足も心配されている。自分の仕事職種も他人ご
とでは無いと思う。
少し前までは、いろいろなボランティア活動・社会貢献
をしている団体など自分には余り関係の無い世界・団体
だと特別興味を持つ事も無く生きて来た。しかし学校の
役・地区の役など受ける様になり、いろいろな事を実感
し考えさせられる様にもなった。自分には小学校５年生
の息子がいる。これからこの先どんな世の中になって行
くのか、今の自分には想像が付かない部分も有るが、息
子を含め子供達が大人になって行く中で少しでもいい
経験・思い出・影響を与えてあげる事が出来ればと思う
自分がいる今日この頃。

ワイズメンの独り言

親睦委員長
金子 正樹

ワイズメンズクラブに入会して、１１月で早２年になり、
誘われるがまま入会しましたが何をやる会なのか？どん
なことをするのかわからず？やっていけるのか考えたこ
ともありましたが、優しい先輩や同期の皆さんのおかげで
楽しく活動をしております。
やっと少しずつですが、クラブのことが分かりはじめまし
た。今年は親睦委員長として、クラブ全体の調和・親睦を
図れるよういろいろなイベント・懇親会を企画していきた
いと思います。
頼りない委員長ですが、委員の皆様宜しくお願いしま
す！！まずは、来月に迫っている「クリスマス家族会」多
くの方が参加していただき、楽しい家族会をめざし、親睦
委員会全員で考えていきたいと思います。
「お楽しみに！」

仕事柄時間がうまく取れず、まだまだ大きなワイズ活動
「スキー教室・東日本区大会・親睦旅行等」には参加で
きておりませんが、あわてず・楽しく・有意義にワイズ
活動ができるよう頑張っていきたいと思います。
※先月、仕事のビックイベントが終わったので、ワイズ
活動が出来そうです（笑）

第 16 回ワイズ杯ドッジボール大会開催

伊東市内小学校紹介

青少年の健全育成、そして地域奉仕活動の一環として
市内各小学校児童を対象にドッジボール大会を開催し
てきましたが、今回で 16 回目となります。スポーツを
楽しむ中で健全な精神と肉体の向上を図り、チームや団
体としての協調心・思いやり・学年を超えた仲間意識を
養い社会性を身につけてもらう一助になればと考えて
おります。
八幡野小学校は伊東市八幡野地区に位置する学校です。
現在の全校生徒 338 名
1873 年（明治 6 年）6 月 - 足柄県賀茂郡八幡村大江院・称

開催日

2017 年 11 月 11 日(土)

時 間

受 付 ８：３０～

名院の二寺に「八幡野学舎」として発足。

開会式 ９：００

1886 年（明治 19 年）9 月 - 「八幡野村立八幡野小学校」と
閉会式 １５：００（予定）

なる
会 場

伊東市民体育センター

1889 年（明治 22 年）10 月 - 対馬村発足に伴い「対馬村立
八幡野小学校」と改名
1941 年（昭和 16 年）4 月 - 国民学校令により、「対馬村八
幡野国民学校」と改称
1947 年（昭和 22 年）4 月 - 学校教育法により、「対馬村八
幡野小学校」と改称
1957 年（昭和 32 年）11 月 - 校歌制定
ちなみに、余談ですが、
今から 157 年前に、福沢諭吉らと共に咸臨丸に乗り込み、
サンフランシスコに渡った人たちの中に八幡野出身の方が
いらっしゃいます。船の機関長を務めた肥田浜五郎です。
自分のためだけではなく、日本人みんなのために、外国の
良いところを取り入れ、新しい国づくりをしようと奔走した偉
人の一人だそうです。

日本の造船の父とも言われている肥田浜五郎氏
(写真、真ん中)

例会だより

運営委員会だより

１０月例会が 10 月 9 日(月)、定刻に菅野 Y’s の代打
１１月運営委員会報告書 ２０１７．１１．３
＊11 月 25 日(土) ワイズメネットの集い開催予 久保田プロドラ委員長が司会を務め、開会の挨拶の
定、横浜中央 YMCA にて
浅倉 Y’s の代わりに梅原副委員長が務め、ワイズの
信条の金子 Y’s の代打に、榎本 Y’s が務めました。
＊11 月 25 日(土) 熱海 YMCA 第３２回中学生英語 今月は祭りと重なりまして欠席者が多くなり代打
スピーチコンテスト開催 熱海起雲閣にて 13 時 が多くなりました。会長挨拶では、部会の表彰を飯
開始します。
島直前に送り、九州北部緊急募金のお願いを語っ
た、山田 Y’s の食前の感謝に続きまして、スマイル・
＊プロドラ委員会より、2 月例会(TOP)のボウリン 委員会報告では、CS より菊間委員長から学童野球
グなどの運動プログラムの検討。
大会の応援の感謝と松川大掃除参加と、オレンジビ
ーチ清掃の感謝と続き、卓話の時間でライオンズク
＊親睦委員会より 12 月 25 日(土)クリスマス家族会 ラブの宮川正生先生による「知っててよかった薬物
開催準備中。サンテラスにて開催。
乱用防止」と銘打ち薬物による色々な弊害などを話
した。少し早めですが牛田 Y’s の閉会の言葉で 10
＊青少年委員会より 2 月 17 日(土)18 日(日)スキー 月例会を終わりました。
教室の開催に向け 11 月より検討します。
記 牛田俊夫
＊CS 委員会担当 10 月 1 日(日) 秋の松川大掃除開
催、斉藤会長以下 8 名参加。

お知らせ

5(木) 秋のオレンジビーチ大掃除開催、斉藤会長 11 月 18 日（土）
以下 7 名参加。
ドッヂボール大会反省会

場所 スナック 研

11 月 11 日(土)ドッジボール大会開催、市民体育館
時間 18 時 30～
使用(南小使用不可)
※大会当日に来れない方でもご参加大歓迎ですので奮っ
8 時集合、9 時試合開始、審番をワイズメンバーで てご参加して下さい！！
予定、役割分担表を FAX にて依頼します。5・6 年
生１９チーム２６４名、4 年生以下１２チーム１７
５名、計４３９名です。
＊熱海 YMCA より、ロゴが変わった為に伊東セン
ターの看板も直します。

伊東 ワイズメンズクラブ facebook →

第 496 回
他クラブ訪問記録
10 月 10 日（火）
沼津クラブ 榎本 博君・久保田 康正君
10 月 17 日（火）
三島クラブ 榎本 博君・久保田 康正君・三島幸枝君（メ）
10 日 19 日（木）
下田クラブ 飯島 唯志君・牛田 俊夫君・堀口 正作君
10 月 25 日（水）
熱海Ｇ＆熱海クラブ合同 金子 正樹君（メ）

在籍者
功労会員
広義会員
療養会員
出席者
メネット

10 月例会報告
28 名 コメット
0 名 ゲスト
3 名 ビジター
0 名 メーキャップ
19 名 出席者総数
名 出席率
10 月修正出席率
84％

0名
1名
5名
2名
25 名
76％

と
き
受
付
司
会
開会の言葉
ワイズの信条
食前の感謝
閉会の言葉

当月
当月
当月
当月

12 月例会予告

12 月 23 日(土)
菅野 政典君
野村 慶和君
山本
健君
杉本 隆夫君
飯島 唯志君
鈴木
敦君

スマイル報告
33000 円 累計 174000 円
ＹＭＣＡ基金
円 累計
円
ＢＦ基金(切手)
kg 累計
kg
ＢＦ現金
pt 累計
pt

連絡事項
新入会員への
サポート等
お願いします。
熱海ＹＭＣＡ報告
11 月 25 日（土）
第 32 回英語スピーチ
コンテスト開催予定

会報委員会 委員長：勝又秀仁 副委員長：飯島唯志 委員：牛田俊夫・浅倉秀行・山本健 TEL0557-45-3675 FAX0557-54-5700
会長宅 〒414-0043 伊東市新井 2-10-11 TEL：0557-36-0682 FAX：0557-35-9282 e-mail: info@touken-izu.jp

