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国際会長: Moon Sang Bong（韓国）

2018 年度

“Yes, we can change”

アジア会長: 田中博之（東日本区）
次期会長：久保田康正 Ａ副会長：梅原敬二 Ｂ副会長：鈴木 敦 Ｃ副会長：久保田康正
書記：金子正樹 副書記：榎本 博 会計：山本 健
会長：山田光彦 直前会長：齋藤福男

会長主題：
【奉仕と友情の輪を広げよう】 “ Develop the service and our friendship ”

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 ”

“ TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT ”

THE SERVICE CLUB OF THE Y.M.C.A
AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’SMEN’S CLUBS

“Action”

東日本区理事: 宮内友弥（東京武蔵野多摩クラブ）

伊東ワイズメンズクラブ

月

“為せば、成る”

CHARTERED
OCT.４.１９７６

富士山部部長: 渡邉 実帆（沼津クラブ）

Vol.503

“生き活き！ ワクワク！ 仲間と共に！”

発行：2018/6/28

わたしは… 季節に従って雨を降らせる。それは祝福の雨となる。
『 エゼキエル書 』34 章 26 節から

第 42 代会長齋藤福男君から第 43 代会長山田光彦君へ
日 時…7 月 9 日（月）18：30～21：00
会 場…暖香園 ル・オール会議室（2 階）
受 付…安藤真範君・久保田康正君・山本 健君（会計）
受

付…

（受付担当者は 18：00 までに会場入り願います）

司 会…鈴木 敦君

・開会点鐘
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
・来賓挨拶
・富士山部部長挨拶 公式訪問
部長
・書記報告
書記
・誕生/結婚祝
・食事(食前の感謝))
・富士山部各クラブ会長挨拶
・スマイル
・委員会報告
・出席率・スマイル報告
・閉会の言葉
Ａ副会長
・閉会点鐘
会長
* 例会終了後 臨時総会 *

山田 光彦君
堀口 正作君
勝又 秀仁君
一
同
山田 光彦君
山田 光彦君
ご来賓の皆様
渡邉 実帆さん
金子 正樹君
親睦委員会
山本
健君
各クラブ会長
親睦委員会
各委員会
担当委員会
梅原 敬二君
山田 光彦君

July
お誕生日おめでとう！
10 日 齋藤 福男君
14 日 久保田康正君
29 日 及川 泰広君
15 日
18 日

及川香穂理さん
菅野 直美さん

結婚記念日おめでとう！
15 日 菅野 政典君
15 日 菅野 直美さん

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
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第 43 代会長

山田光彦

直前会長

齋藤福男

私が伊東ワイズメン
ズクラブに入会したの
は、2008 年 8 月 11

1 年間を振り返る
にあたって、まずは伊
東クラブメンバーの

日です。今年は、入会
して 10 年目となりま
す。この節目の年に、
43 代目の会長を拝命
する事となりました。

皆さん、ご協力本当に
ありがとうございま
した。心より感謝申し
上げます。早いもので
年頭に、会長主題「３

入会した時には、自分が会長になるなんて考えは
無く、楽しく参加できればいいと思っていただけ
でした。人前で話すことも勉強も苦手ですが、や
るからには一生懸命に努めたいと思います。メン

ＷＡを挙げ」より一層の会員増強、例会出席率の
向上、青少年健全育成、地域奉仕活動積極的参加、
クラブ知名度アップを目指して、みんなで一緒に
まとまり活動してまいりました。東日本区、富士

バーの皆さんのご協力が大変必要となります。ど
うぞ宜しくお願い致します。私は「自分を愛する
ように隣人を愛そう」というワイズの信条が大好
きです。自分の事のように他の人を愛する思いを
持つ。今まで出会った人やワイズの仲間、友達を

山部各行事、また各委員会の数多くの事業活動も
無事終了し、ここにきて、やっとほっとしている
ところであります。正直言うと粗相のないよう
に、早く任期が終わればいいと…。ただ心残りは
数名の退会者を出したことを非常に残念で寂し

大切にしたいです。そんな気持ちが一人一人に伝
わればと思い、会長主題を「奉仕と友情の輪を広
げよう」とさせていただきました。今後のクラブ
活動の発展のために、難しい問題に対してもリー

く思っております。会長としてのリーダーシップ
の無さと責任を痛切に感じているところです。思
えば理事スローガンの「楽しくなければワイズじ
ゃない」のように…なぜ、クラブをそのような雰

ダーシップをとり、新しい事にも挑戦し、楽しく、
元気なクラブ活動を目指します。事業計画につき
ましては、会員増強、青少年健全育成事業、地域
奉仕活動への積極的な参加です。1 年間会長とし
て、クラブを盛り上げていきたく思います。

囲気に持っていけなかったかと深く反省してお
ります。今後は、この経験を生かし、この歴史と
伝統のある誇り高き、伊東クラブメンバーの一人
として、当クラブの発展に尽くしていきたいと思
っております。ありがとうございました。

あ

あ

2017 親睦委員長 金子正樹

あ 6 月 23 日（土）24 日（日）親睦委員会 最後の事業、親睦旅
行を 18 名のメンバー参加で開催いたしました！当日は雨の中、ゴ
ルフのグループ・乗り合いで来るメンバーなど、各自稲取温泉「石
花海」に集合！全員が浴衣での宴会がスタートし、美味しい料理・
お酒も進む中、古田君がノックダウン。「二次会は欠席でしたが、
三次会は参加（笑）」二次会までの時間はアッという間に終わり、
次の日は残ったメンバーで朝市に顔を出し、帰路に着きました。
皆さんの協力のおかげで無事終了できました！（予算が足りてよかった～ ^^；）1 年間親睦委員長をさ
せて頂き色々な事を学ばせてもらいました。ありがとうございました。メンバーの皆様に感謝致します。
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YMCA 伊東センター所長 久保田康正

6 月 9 日（土）21 回目となる『山梨 YMCA チャ
リテイーラン 2018』に、昨年に引き続き参加しまし
た。2 週間くらい前に、当クラブのエース浦頭 薫
Ys が「練習中に転び骨折したので走れない」との連
絡があり、急遽代走を探さなければならなくなりまし
た。チャリテイーランの規約に「女性もしくは小学生
以下の子供をスターターにする」とあり、ランナーと
して参加する浅倉秀行 Ys のコメット伊吹君にお願い
することになり、快く引き受けてくれやっとメンバーが決まりました。１走：伊吹君・２走：稲葉富士
憲・３走：榎本 博・４走：浅倉秀行・アンカーは浦頭 Ys の愛弟子…古田耕司。コーチ：浦頭・監督：
久保田の７名で６時３０分伊東を出発。車中ワイズ談義をする中、伊吹君だけが緊張気味。２時間３０
分ぐらいで無事会場に到着しました。甲府・甲府 21 のメンバーに迎えられ開会式に臨み、いよいよ
レース開始。１走：伊吹君がガンバリ、２走：富士憲君にバトンを、みるみる順位が下がり、フラフラ
になりながら３走：榎本君へ…。何とか順位を守り４走：浅倉君、５走：古田君で順位をあげ 56 チー
ム中 30 位でゴール。レース中、コーチの浦頭 Ys が走者に指示を出しながら走っていた、これならレ
ースに参加出来たのではないかと思うほどでした（笑）閉会式ではおたのしみ抽選会などもあり楽し
く過ごし、帰路に「来年も参加したいね、抽選会の景品も出したいね」などと話しながら楽しい１日
を過ごし、途中マリンタウンで温泉に入り解散しました。参加してくれた皆様… お疲れ様でした！
尚、協賛金は障がいのある子どもたちが参加する山梨ＹＭＣＡのプログラムに使われているそうです。
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ＣＳ委員長 菊間利夫

7 月 1 日（日）夏のような絶好のタライ乗り日和。今
年も早い時間に乗りさっさと帰るつもりでした^^； メ
ンバーは山田会長、浅倉 Ys、古田 Ys、菊間の 4 人です。
山田会長となって初めての行事でしたので、順位はとも
かく沈没だけはしないようにと思っていたところ、会長
より「今日は優勝をねらうぞ！」と檄がとび、素晴らし
いスタートダッシュ。アッという間に 1 番でゴールする
ことが出来ました。そして団体レース 21 チーム中で 1
番タイムが早く本当に優勝してしまいました。来年は、前年度優勝チームとしてお払いレース（開会
式セレモニー）と団体レースにも出場することになります。皆様、ご協力とご声援をお願いします！
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6 月例会は、山本健 Ys の司会で始ま
った。開会の言葉で、飯島 Ys は、齋
藤会長年度の最後の例会となること
をあげ、恒例の「齋藤丸無事寄港」の
言葉により、祝意を表した。ワイズの
信条・ワイズソングは、サッカー日本
代表乾選手のソックリさん、安藤 Ys。
身のこなしも声の調子も素晴らしく、
乾選手の活躍を期待させた。がんばれ
ニッポン！会長挨拶では、「楽しくな
ければワイズじゃないを掲げ、1 年間
頑張った。仲間のおかげで無事事業が
終わり、感謝している。また、東日本
区大会への多数の参加ありがとう」と
述べ、お礼の言葉で締めくくった。ゲ
スト・ビジター紹介の後、東日本区大
会で表彰された部門の担当委員長に、
齋藤会長から表彰状が手渡された。内
山書記の報告は、髪型もしゃべりもい
つもより格段にさわやかで、なんだか
怪しい。委員会報告では、親睦旅行、
タライ乗り競走、ゴミゼロ運動につい
て、依頼やお礼の言葉が述べられた。
誕生祝では、榎本 Ys が 55 歳の肉体
的・精神的衰えを語った。結婚祝いで
は、飯田 Ys が 6 月の結婚は 1 人なの
で、後が欲しい、と述べた。食前の感
謝は野村 Ys。世界には食事も満足に
とれない子供が多数いる、その子たち
に思いをはせて食事をとろう、と挨拶
した。スマイルは、執拗な親睦委員会
の追及に、千円札が続々とザルに集
結、参加者からは悲鳴が上がる騒ぎ。
その後、スマイル賞と言うことで、年
間スマイル金額上位 4 人が表彰され
た。閉会の言葉は鈴木敦 Ys。うれし
そうな齋藤会長の点鐘で、第 502 回
例会は閉会となった。その後は、定時
総会。齋藤会長司会の下、山田次期会
長を議長に事業案、予算案が原案通り
承認された。
記：稲葉富士憲

2018 年度は正会員 22 名・広義会員 2 名 登録会員数 24 名でスタートします
6/2(土)3(日)
第 21 回東日本区大会 ヤングメンバー大会登録費補助制度
申請=受領（勝又秀仁 Ys）
6/9(土)
山梨 YMCA チャリティーラン参加（7 名）
6/11(月)
6 月例会終了後の定時総会にて 2018 年度事業計画書/予算
(案)は承認されました
6/20(水)
日本 YMCA 同盟より、本部テント 1 張（３m×3m）と
宿泊用テント 1 張（5 人用）が寄贈されました
6/23(土)
第 1 回富士山部役員会（熱海 YMCA センター）
出席：山田会長・久保田富士山部会員増強事業主査
6/23(土)24(日)
2017 年度親睦旅行 石花海（せのうみ）稲取 参加：18 名
7/1(日)
第６3 回松川タライ乗り競走 乗：山田会長・浅倉・菊間・古田
7/3(火)
市長・教育長 表敬訪問と市内メディアへの挨拶
14：00=CVA（小川社長）15：00=小野市長/高橋教育長
15：45=伊豆新聞本社（田中社長）
7/9(月)
2018 年度 初例会
来賓として小野達也市長・高橋雄幸教育長が出席されます
富士山部部長 公式訪問：渡邉実帆 Ys（沼津クラブ）
若雄会 神輿入れ 甚句披露=山田睦子さん（山田会長メネット）
例会終了後…臨時総会
臨時総会終了後…役員選考委員 選出選挙（2 名）
7/10(火)までに
*前期半年報 富士山部 渡邉実帆部長に提出
★富士山部各クラブ初例会日
★7/10(火)
沼津(ホスト)･三島･御殿場合同例会（ニューウェルサンピア沼津）
★7/11(水)
富士(ホスト)･富士宮合同例会（ホテルグランド富士）
★7/18(水)
下田（下田セントラルホテル）
★7/23(月)
熱海（熱海ＫＫＲホテル）
★7/25(水)
熱海グローリー（熱海ＫＫＲホテル）
7/21(土)
新旧役員歓送迎会＆新入会員歓迎会 開催（暖香園ホテル）
7/29(日)
第 1 回富士山部評議会
8/4(土)～5(日)
YMCA 青少年キャンプ教室 開催（伊東市青少年キャンプ場）
8/15(土)までに
東日本区費 前期分納入（＠7500×登録会員数 24 名）
ハンドブック＆ロースター代
（東日本区＠1700×発注部数）＋（西日本区＠1900×発注部数）

9/17(月)23(日)
9/30(日)

富士山部費 前期分納入（＠2000×登録会員数 24 名）
伊東ワイズメンズクラブ スーパージュニア学童軟式野球大会
予備日：9/24(月)
富士山部 部大会 会場：ニューウェルサンピア沼津

●暑中見舞い広告について…
●クールビズ期間について…

伊豆新聞・ＩＫＣ・ＣＶＡ
7 月は極力ネクタイ着用
・クールビズについて…
8・9・10 月・2019 年 6 月を対象とする
●ワイズ杯ドッジボール大会 審判の件… 静岡県ドッジボール協会
●ワイズ杯ドッジボール大会 審判の件… 山本昭男氏（理事長）三島市
第 21 回東日本区大会（沼津）参加者：20 名
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
浦頭
薫君 ・ 榎本
博君 ・ 勝又 秀仁君 ・ 金子 正樹君 ・ 菊間 利夫君
久保田康正君 ・ 斎藤 福男君 ・ 佐藤
諭君 ・ 菅野 政典君 ・ 鈴木
敦君
田辺 寛司君 ・ 古田 耕司君 ・ 堀口 正作君 ・ 山田 光彦君 ・ 山本
健君
他クラブ訪問記録
6/20（水）下田クラブ 飯島唯志君 牛田俊夫君 堀口正作君
6 月例会報告
在籍者
功労会員
広義会員
療養会員
出席者
メネット

28 名
0名
4名
0名
24 名
0名

コメット
ゲスト
ビジター
メーキャップ
出席者総数
出席率

6 月例会出席率 100％

伊東クラブホームページ更新済です

第 504 回 8 月例会予告

と
き・・・8 月 13 日(月)
受
付・・・・鈴木
敦君
司
会・・・・榎本
博君
開会の言葉・・・・菅野 政典君
ワイズの信条・・・内山 雅裕君
食前の感謝・・・・梅原 敬二君
私のコーナー・・・金子 正樹君
閉会の言葉・・・・稲葉富士憲君

スマイル報告（2017 年度）
0名
0名
1名
0名
25 名
100％

6月

50000 円

累計

438000 円

ＹＭＣＡ基金
当月

円

累計

円

ＢＦ基金（切手）
当月

kg

当月

pt

累計

kg

ＢＦ現金

【会報/ＩＴ/広報委員会】委員長：稲葉富士憲

累計

pt

東日本区・富士山部 報告/連絡
【強調月間】
キックオフ・YMCA サービス
ＡＳＦ・ＲＢＭ
熱海ＹＭＣＡ 報告/連絡
・7/5 熱海 YMCA 理事会
・YMCA 維持会員募集
・
ご協力をお願いします。

副委員長：野村慶和 委員：浦頭 薫・榎本 博・古田耕司

