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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
収穫は多いが、働き人は少ない。だから、収穫の主が働き
人を収穫のために送ってくださるように祈り求めなさい。
マタイによる福音書 第９章 第３８節

２０１８年 YMCA スキー教室

日
会
受
司

3 月伊東クラブ・彦根シャトークラブ
合同例会プログラム 第 499 回
時･･･3 月 3 日(土)18：30～21:00
場･･･暖香園 ル・オール会議室
付･･･飯島唯志君
会･･･鈴木 敦君

・開会の言葉
飯田 進君
・ワイズの信条
勝又秀仁君
・ワイズソング
一
同
・会長挨拶
会長 齋藤福男君
・
彦根シャトークラブ会長 西川裕介君
・ゲスト・ビジター紹介
会長 齋藤福男君
・誕生・結婚祝い
両クラブ
・書記報告
書記 内山雅裕君
・
彦根シャトークラブ書記 河口裕亮君
・委員会報告
両クラブ
・食前の感謝＆乾杯
直前会長 飯島唯志君
・スマイル
親睦委員会
・私のコーナー
杉本隆夫君
・出席率・スマイル報告
担当委員会
・閉会の言葉
稲葉富士憲君

3 月お誕生日
6日
内山雅裕君
21 日
梅原敬二君
30 日
鈴木 敦君
3 月結婚記念日
3日
勝又秀仁君
13 日
久保田康正君
15 日
杉本隆夫君
19 日
榎本 博君
21 日
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

伊東市少年少女合唱団助成金贈呈

駅伝に参加して
YMCA 青少年委員長 浦頭

薫

快走する浦頭 Y’s
助成金を手渡す齋藤会長

伊東市少年少女合唱団
第 41 回発表会
２０１８年
４月２２日(日)
１２:３０ 開場
１３:００ 開演
伊東市観光会館ホール
全席自由
入場整理券 800 円 (当日 900 円)
合 唱/伊東市少年少女合唱団
指 揮/杉田 純子
ピアノ/石村 綾子・内山 愛梨

♪合唱団のあゆみ
1976 年、伊東市の子どもたちに、合唱を通じた
情操教育の振興と自主性、創造性、および豊かな
人間形成をめざすという理念のもとに発足。
これまでに、オーストラリア・ロズニー児童合唱団
とのジョイントコンサート、福島県広野町との交流
、東日本大震災「歌おうＮＩＰＰＯＮ プロジェクト」
への参加、復興支援チャリティーコンサート、市内外
演奏会など、精力的な活動を行っている。

♪２０１７年・４２期の活動
７月 池田２０世紀美術館での演奏
８月 按針祭式典での演奏
９月 お月見会での演奏
１０月 杢太郎祭出演
伊東市芸術祭参加
１２月 奥の苑クリスマスマスコンサート
２０１８年
１月 伊東市成人式式典出演
３月 復興支援チャリティーコンサート

2 月 4 日(日)伊東駅伝競走大会は、ぐらんぱるぽーとし
市役所までの 21.1 ㌔ 5 区間のコースに 48 出場し、天気
は晴れ。走るには絶好の。。。のはずが、インフルエンザ
に罹患し、前日まで 39℃の発熱で床に伏していた。
オーダー変更も考え、メンバーに確認すると「走れる
よ！イケる！」と口を揃えて言う。権限は監督である私
にあるが、見抜かれていました。バタバタとバスに乗り
込みスタート地点へ向かう。選手たちはアップを始める
が、体力温存の為軽いストレッチにとどめ 1 人バスの中。
スタート時刻が迫って来たので外に出ると、榎本 Y’s、
久保田 Y’s、古田 Y’s の 3 人が応援に駆け付けてくれ
ました。元気つけようと何故か胸の話になる。
あの時の D カップは幻だと思われているようです。
そしてスタート。熱は気のせい、いつも通り！と思い込
み、走り出す。足は宙に浮いたけれど何とか襷をつなぐ
事が出来た。
平成 14 年、当時勤めていた病院内のまとまりがなく何
か、皆が１つになれることはないかと駅伝チームを結成
したのが始まり。メンバーも変わり、チーム名も ARIEL
アスリートクラブ伊東と改名した。今年で 16 回目の出
場となる。ここは私たちにとっての箱根駅伝。仕事、家
事、育児の合間を見つけては、それが雨の日であっても
雪の日でも走った。時には追い込みすぎて喘息が出た。
メンバーが苦しい練習に耐えているのを知っているか
ら頑張れる。入賞は出来なかったけれどそれぞれ持って
いる力を発揮することができた。
メンバーがいてくれる限り続けていきたい。
表彰式では、ワイズメンズクラブが本大会の協賛として、
中学生男女区間賞の提供を齋藤会長がプレゼンターと
してメダル授与を行いました。皆様お疲れ様でした。

ＹＭＣＡ青少年スキー教室感想文その１

【八幡野小 6 年 1 組 佐賀称太】
ぼくはスキー教室に参加したのはこれで 2 回目でした。
知らない人達が多くいてきんちょうしたけど、
みんなやさしくてよかったです。
バスのなかではビンゴが楽しかったです。そろうあのに
は時間がかかったけどおかしがもらえてよかったです。

でて体育館で遊びました。ドッジボールをしました。6
年生には、4 年生と 5 年生でもかないませんでした。ね
るときはすごくうるさくねるのがおそかったです。でも
朝は五時五十五分に起きて意外に早くおきれました。2
日目は山をだいたいこえられてよかったです。また行き
たいです。

【東小 5 年 1 組 清水真帆】
私は、スキーが二回目だったけど、とても上手くすべる
ことができたと思います。一日目は、天候がよくなくて、
とても寒かったです。二日目は、晴れて、とってもいい
スキーびよりでした。でも寒かったです。一番高い所か
らすべった時、ものすごくこわくて、何回もころんでし
まったけど、先生の助けにより、無事に、下りることが
できました。先生と競争したりもしました。行きのバス
の中では、すっごいはしゃいでいて、とても楽しかった
です。おもしろいフィギアを買っていたから、それで遊
んで大笑いしたり、とっても楽しかったです。来年も行
きたいです。
【南小 4 年 1 組 今井美羽奈】
≪楽しかったスキー教室≫
わたしが、YMCA のスキーで楽しかったことです。わた
しは、上級者などが行くコースをころびながら言ったこ
とです。少しこわかったけど楽しかったです。あと、ボ
コボコのところをいきおいよくすべったことです。と中
で止まったりしたけど楽しかったです。来年も YMCA の
スキーにさんかしたいです。

【東小 5 年 1 組 浅倉伊吹】
ぼくは、スキー教室が二回目です。最初のバスで 1 番後
ろの席で女子と男子合わせて 5 人ですわっていてあと
の二人は前の前の前にすわっていて後ろの五人は行き
にけっこうさわいでいてスキー場についたころにはも
うつかれていました。1 日目はふぶきの中くねくねにす
べる練習をしました。そしてあっという間に時間がおわ
りました。夜はまず、ふろに入りました。ふろではすぐ

【西小 5 年 1 組 菊間遼太郎】
≪楽しかったスキー教室≫
ぼくは、今年で三回目のスキー教室です。
スキーでは、初めは転んだりして、他の人にめいわくか
けてしまいました。でもインストラクターさんのおかげ
で、ウェーブまで、できるようになりました。その後は、
少し転んでしまったりしたけれど、みんなで助け合って
支え合い、たがいにみとめあうことができました。
二日目のスキーでは競争しあい、
「だれが一番だったか」
などを言いました。そして、ぼくたちは高い所にチャレ
ンジしました。だけどぼくたちには早いみたいで全然ダ
メでした来年は最後なのでむずかしいステージもクリ
アしたいです。

【西小 5 年 2 組 伊東楓仁】
≪スキー教室≫
ぼくは、二回目のスキー教室でした。一回目のスキー教
室では、いっぱい転んでしまったけど、今年のスキー教
室はこわくてすべれなかったコースがすべれるように
なりました。でも、まだいっぱい転んでいるので来年ス
キー教室へ行ってもっと上手になりたいです。ぼくが転
んでしまったときは友達が助けてくれました。
今年は、上級コースへ行こうと思っていたけど、友達か
ら聞くと「あぶないからやめときな。」といわれて、足
がすくんでしまいました。なので、来年のスキー教室で
の自由時間では、上級のコースにちょう戦してみたいと
思います。
今年は仲の良い友達といっしょの部屋だったので、来年
も部屋がいっしょだといいです。そして来年もスキー教
室へ行って、スキーを上手にしたいです。

【西小 5 年 2 組 太田侑吾】
≪楽しかったスキー教室≫
ぼくは、今年で三回目のスキー教室でした。スキーでは、
初めは転んだりして、他の人にぶつかったりしていたけ
れど、インストラクターの方や友達に教えてもらったの
でうまくすべれるようになりました。
二日目は高いところに行ってすべりました。そこはとて
も急でそこにいった友達四人のうち、全員転びました。
また、他の人にぶつかる人も何人かいました。ぼくも、
ころびはしなかったけれど、足を曲げてゆっくりすべろ
うとしましたが、あまりの急さに加速していきました。
ぼくはその後、こしがとてもいたくなったことにきづき
ました。
このようなチャレンジをしてみてもう高い所はいきた
くないけれど、何をどうすればいいか、何にきをつけれ
ばいいかがわかりました。
来年は、加速してもコツがわかったので、がんばりたい
です。

ＹＭＣＡ青少年スキー教室感想文２

【西小 5 年 2 組 山本浩】
≪スキー教室≫
ぼくは、3 回目のスキー教室に行きました。
最初は、転んでしまいました。2 日目は、自由にすべり
ました。そしたら友達の伊東楓仁さんは、いじけてしま
いました。そしてぼくは、心配になりました。最後に高
い場所からすべりました。転ぶ人が何人もいました。布
施勇樹さんときくまさんですべりました。ぼくたち 3 人
は、何回も転んでしまい、立ち上がることができなくな
って自分がかってにすべってしまいました。何回も転び
ましたが下に下がることができました。来年は、このむ
ずかしいコースもすべれるようにしたいです。

【西小 5 年 2 組 布施勇樹】
≪スキー教室≫
ぼくは、昨年もこのスキー教室に行きました。その時は
すべるのが大変で転んでしまったけれどことしはすべ
るのが楽しくなり転ばなくなりました。
そしてウェーブもかんたんにできるようになりました。
しかもこのスキー教室は友達とおとまりできるのでみ
んなで楽しくできました。このスキー教室でともだちと
も絆をふかめられたし、いろいろなことを学べて楽しか
ったです。

【西小 6 年 1 組 新谷世菜】
今回のスキー初日は、雪と風がたくさんで私は寒さにた
えられず、一度教えてもらっているところからぬけまし
た。
ぬけたときに、たくさんの大人が私のことを心配してく
れたので、少ししたらスキーにもどることができました。
二日目は、とても晴れていて、あまり寒くなかったので
しっかりすべれました。
助けてくれたり、心配してくれたりした大人の方々に感
謝しています。

伊東市中学校紹介

ＹＭＣＡ青少年スキー教室

ＹＭＣＡ

青少年副委員長
浅倉秀行

2017 年度
今年もスキー教室を多くの応募か 82 名の子供達と 2 月
17 日・18 日実施
初日宿泊所の羽村市自然休暇村で着替えを済ませ昼食
を取った後スキー場へこの日はゲレンデ付近だけ雪が
時折強く降っていましたが子供達はすごく元気で初め
て参加した子は、感動しいて居ました。初心者の子も皆
滑れる様になり 1 日目が終了しました。2 日は前日と打
って変り最高の天気に恵まれ どの子も最高の笑顔で
スキーを満喫していました。2 日間共何事も無く楽しく
過ごし帰りのバスでもまた来年もぜったい行きたいと
いう子供達の声・笑顔を見て純粋に自分もまた行きたい
という気持ちにさせてくれたそんな 2 日間でした。

静岡県伊東市鎌田 1281-63 に位置する、伊東市で１番新
しい中学校

昭和６１
昭和６２

校章制定 制服制定
校旗制定 伊東市の研究指定を受ける。
伊東市立門野や学校開校式挙行
始業式、入学式。学級数 15、生徒数 566 名
昭和６３ 静岡県の研究指定を受ける
校歌制定 伊東市指定研究発表
平成 元 静岡県指定研究発表会
平成 ２ 土地の合分筆により地番変更。
1281 番地の 48－1281 番地の 63
プール完成
平成 ３ グラウンド散水施設工事
平成 ４ 窓ガラス飛散防止工事
平成 ５ LP ガス連動遮断装置設置工事
平成 ８ 給食棟完成
平成 ９ A 食、B 食の選択制給食開始。生徒は弁当と
給食（A、B）を自由に選択
平成１０ 伊東市指定研究発表
平成１４ 体育館ほかバリアフリー工事
平成１５ 2 階女子トイレ、バリアフリー化
門野中学校の合い言葉
『凡事徹底凡事一流継続は力』

ボウリング大会

門野中学校の教育課題
＊基礎基本の充実＊家庭学習の習慣化＊キャリア教育
の推進＊特別支援教育の充実
＊心の教育の充実＊規範意識の尊重＊学区小学校・保護
者・地域との連携

２０１８年―２０１９年 執行部
先日の２月ＴＯＦ例会前に行われた伊東クラブ対抗の
ボーリング大会結果は、以下の通りです。
１位 金子 正樹 Y’s 143,186 329 HC90 計 419
２位 内山 雅裕 Y’s 122,159 281 HC124 計 405
３位 梅原 敬二 Y’s 148,171 319 HC82 計 401

次期会長
Ｂ副会長
書記
会計

山田 光彦
鈴木
敦
金子 正樹
山本
健

Ａ副会長 梅原 敬二
Ｃ副会長 久保田康正
副書記 榎本 博

運営委員会だより
2/4(日) 第 46 回伊東駅伝競走大会 協賛 区間賞副賞
(中学生男女 区間賞)
2/12(月) 2 月例会 TOF 例会 親睦ボーリング大会
2/17(土)～18(日) YMCA 青少年スキー教室 開催
ご協力ありがとうございました。
3/3(土)～4(日) 次期クラブ会長・部役員研修会
次期会長 山田 Y’s、金子 Y’s、久保田 Y’s
3/3(土) 3 月例会 彦根シャトークラブ 12 名参加
合同例会開催
3 月例会で ボーイスカウトへ助成金 30,000 円贈呈
3/4(日) 彦根シャトークラブ 河津さくら散策及び
昼食懇親会 伊東クラブ
3/21(水) 東京グリーンクラブ創立 45 周年記念
場所オーラム 参加者 4 名予定
3/24(土) 富士クラブ創立 30 周年記念例会
場所 富士ロゼシアター 参加者 12 名予定

例会だより
2 月例会は、寒さ厳しい㋁12 日、TOF 例会のため午後 18
時 30 分から初めてのこころみ、ボウリング大会から始
まり、19 時 30 分から飯島 Y’s の司会で始まりました。
開会の言葉は安藤 Y’s ワイズの信条は飯田 Y’s ワイズ
ソングに続く齋藤会長の会長あいさつと進み親睦委員
会の誕生・結婚祝いはメンバーの 2 月誕生日、該当者な
しメネットでは齋藤会長の奥様佳予子さんが 2 月 3 日の
誕生日、結婚記念日は 2 月 21 日堀口正作 Y’s、 23 日
山田光彦 Y’s でした。委員会報告ではスキー教室の役
割分担などの説明がありました。出席率は 80％と少し
寂しく、スマイルでは 36,000 円集まりました。
記 山本健

お知らせ

再度お知らせ致します。
年賀切手当選番号
(下２ケタ)
２７

８６

３月例会日変更のお知らせ
FAX でも流れましたが、３月３日(土)に
彦根シャトークラブとの合同例会になりま
す。例会終了後は、スナック妍で２次会を
行ないます。
他クラブ訪問記録
２月２１日
下田クラブ 飯島唯志君 堀口正作君 牛田俊夫君
菊間利夫君(メ)

在籍者
功労会員
広義会員
療養会員
出席者
メネット

2 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
21 名 出席者総数
0 名 出席率
1 月修正出席率
88％

第 500 回
と
き
受
付
司
会
開会の言葉
ワイズの信条
私のコーナー
閉会の言葉

4 月例会予告
4 月 9 日(月)
浅倉秀行君
梅原敬二君
鈴木 敦君
榎本 博君
浦頭 薫君
菊間利夫君

スマイル報告
0名
0名
0名
0名
21 名
84％

当月
当月
当月
当月

36000 円 累計 282000 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
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