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国際会長：Moon Sang Bong（韓国）
“Yes, we can change”

2018 年度

Ｃ副会長：久保田康正
次期会長：久保田康正 Ａ副会長：梅原敬二 Ｂ副会長：鈴木 敦
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

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

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

アジア会長：田中博之（東日本区）
“Action”
伊東ワイズメンズクラブ
CHARTERED
OCT.４.１９７６

月

東日本区理事：宮内友弥（東京武蔵野多摩クラブ）
“為せば、成る”

Vol.506

富士山部部長：渡邉 実帆（沼津クラブ）
“生き活き！ ワクワク！ 仲間と共に！”

発行：2018/10/4

何事も愛をもって行いなさい。
新約聖書『コリントの信徒への手紙１』16 章 14 節から

日
会
受
司

時…10 月 8 日(月) 18：30～21：00
場…暖香園 ル・オール会議室（2 階）
付…稲葉富士憲君
会…佐藤
諭君

・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
・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 演題「里親について」
・私のコーナー
・出席率・スマイル報告
・閉会の言葉
・閉会点鐘
会長

山田 光彦君
内山 雅裕君
菅野 政典君
一
同
山田 光彦君
山田 光彦君
金子 正樹君
親睦委員会
浅倉 秀行君
親睦委員会
各委員会
増田 悦男氏
堀口 正作君
担当委員会
齋藤 福男君
山田 光彦君

お誕生日おめでとう！
23 日 山田 光彦君
25 日 浦頭
薫君
31 日 金子 正樹君
18 日
30 日

牛田 愛子さん
久保田直子さん

結婚記念日おめでとう！
16 日 牛田 俊夫君
16 日 牛 ♡愛子さん
23 日 鈴木
敦君
23 日 鈴 ♡志保子さん
23 日 齋藤 福男君
23 日 齋 ♡佳予子さん
31 日 金子 正樹君
31 日 金 ♡雅子さん

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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浦頭 薫
9/22(土)大会初日は宇佐美小学校グラウンド。
集合の 8：30…既に菊間委員長はじめメンバーが
のぼり旗を設置していた。スーツ姿の山田会長は
始球式の練習で肩を痛めたようで本番は見事な投
球？とはいかずに笑いを誘った。でも挨拶は見事
なストライク。
「有言実行！」確実に話が上手くな
っている！ズボンをミッキーマウスのように胸の
方まで上げてクルブシを見せる着こなしが気にな
る久保田 Ys(笑)今日は４チームで２試合が行わ
れ、大池ジュニアと南伊東ベアーズの合同チー
ム・八幡野イーグルスが勝利した。野球について
は漫画の巨人の星と中日ドラゴンズのナイター観戦をしたくらいで知識も無い私だが、守備がしっ
かり出来ている、声が出ているチームが強いと感じた。三振して悔し泣きする子、ルールもわから
ず立ち止まってしまう子、女子キャッチャーの姿があったり、珍プレー好プレーも続出。母親から
の檄も飛ぶ。
（主役は子供だけど母親同士の関係も難しそう…。スポーツ界の体罰やパワハラが社会
問題で監督も大変だなぁ…とふと思う）まだまだ伸びしろのある子供たちは、甲子園に行きたい。
プロ野球選手になりたい。と夢があるんだろうな(^▽^)☆彡 夢に向かって頑張って欲しい！榎本 Ys
が見ているとやりたくなると言っていた。伊東クラブで野球チームを作ったら誰をどこに配置しよ
うかと妄想にふける。天気予報は雨だったがたまに小雨がパラパラ程度で 12：30 無事に終了した。
CS 副委員長
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第 1 試合（予

選）

宇佐美少年野球団

大池ジュニア＋南伊東ベアーズ（合同チーム）

第 2 試合（予

選）

八幡野イーグルス

富戸ジュニア

第 1 試合（準決勝）

伊東ジュニア（シード）

第 2 試合（準決勝）

富士見ファイターズ（シード）

第 3 試合（決

大池ジュニア＋南伊東ベアーズ（合同チーム）

勝）

大池ジュニア＋南伊東ベアーズ（合同チーム）
八幡野イーグルス
八幡野イーグルス
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安藤真範
あ 9/19(水)下田クラブ恒例のお月見例会が下田駅近くの南豆ビレッジに
て開催されました。山田会長はじめ金子書記･牛田 Ys･浦頭 Ys･榎本 Ys･
齋藤 Ys･佐藤 Ys･鈴木 Ys･堀口 Ys･安藤の 10 名での参加です。当日は天
候に恵まれ満月とまではいかないがまずまずのお月見日和でした。平田 Ys
司会の下、例会も始まり乾杯の後、南豆キッチンの料理とお酒を味わいな
がら談笑し、店外のガーデンスペースに移動しフラダンスを楽しみました。
親睦委員

あ

浅倉秀行
あこの１０月で入会して２年
が過ぎました。昨年度の副委員
長に続き、委員長に付かせて頂
きましたが、他の担当の役割や
仕組みなど、まだまだ分からない事ばかりです。
しかし、自分なりに出来る事を一生懸命模索し、
メンバーと交流しながら活動していきたいと思
います。１０月からはスキー教室の準備等々も始
める予定です。２月の開催の際には、ご協力宜し
くお願い致します。
YMCA 青少年事業委員長

ＢＦ／ＩＢＣ委員長 佐藤

諭
あ 7 月 9 日に山田光彦丸が無事
出港。私も委員長として、同じ
船に乗りました。彦根シャトー
クラブとは、谷村会長及び委員
長と密に連絡を取り合い、交流を深めたいと思い
ます。ＩＢＣは、東南アジアなどに締結可能なク
ラブがあるか、鈴木Ｂ副会長と委員会で調査した
いと考えています。キャンプ教室・学童軟式野球
大会も無事終了。今後も、メンバー全員で青少年
健全育成事業に取り組みましょう。
ＣＳ委員長 菊間利夫

あＣＳ委員長として 2 年目とな
ります。1 年目は、名ばかりの
委員長で、教えて頂きながら何
とか任期を終わることが出来ま
した。しかし、引き継ぎが出来ず、2 年目の委員
長を引き受けさせて頂きました。ところが、今年
は公私とも自分の許容量以上の忙しさで、去年よ
り時間が取れません。皆様の力を借りて何とか今
期を乗り切り、引き継ぎたいと思いますので、ご
協力をお願いいたします。
あ
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野村慶和
あ委員長として願うことは、各
人がワイズ活動を通して自分
の役割を理解し、ワイズをより
好きになって欲しい、というこ
とです。今期、メンバーに、何かワイズについて
知りたいことはありますか、と尋ねてきました
が、反応がないので、前回委員長をしたときに製
作した「運営マニュアル」を使ってセミナーをし
よう、と考えています。新入会員の教育が、クラ
ブの発展に繫がると思うからです。
EMC/会員選考/訪問委員長

堀口正作
あ文献管理、会則研究など笑止
千万。なぜなら吾輩自身がワイ
ズの文献であり、会則であるか
らだ。吾輩の中には、多くの部
屋があり数々の文献と会則がしまわれている。こ
とあらば吾輩に尋ね指示を仰げばよい。しかし、
部屋を開ける鍵の束をなくした。もう思い出せな
いのだ。だが、マスターキーはある。それは愛だ。
吾輩に世辞を言い、愛していることを示せば思い
出す。皆の協力を仰ぐ。
文献管理/会則研究委員長

あ今年度より、ドッジボール大会の主審を静岡県ドッ
ジボール協会に依頼します。7/24(火)に同協会の山
本昭男理事長（三島市在住）と執行部・CS 委員会と
で面談/打合せをし、日本ドッジボール協会公認審判
員 3 名を主審として派遣して頂きます。但し、副審
とタイムキーパーをクラブより各コート（３コート）
に配置する事となりますので、メンバーの皆さんのご
理解とご協力をお願い致します。9/14(金)に市内小
学校 10 校に開催案内/参加申込書を配布しました。
10/5(金)の締切り後、ドッジボール協会と再度、打
合せを実施し詳細を決めます。
執行部/CS 委員会

9/18(火)

三島クラブ 9 月例会（入会式）出席：久保田会員増強事業主査

9/19(水)

下田クラブ 9 月例会（お月見）出席：他クラブ訪問参照

9/22(土)・
24(月)

伊東ワイズメンズクラブ杯スーパージュニア学童軟式野球大会
22(土)宇佐美小学校・24(月)東小学校にて開催 6 チーム参加

9/25(火)

9/30(日)第 37 回ふれあい広場への献品の品 社会福祉協議会へ

9/28(金)

伊東市社会福祉協議会 評議会

9/30(日)

富士山部 部大会

出席：山田会長

台風 24 号の接近の為、12/1(土)に延期

〃

第 15 回 松川おそうじ大合戦 台風 24 号の接近の為、中止

〃

第 37 回ふれあい広場 台風 24 号の接近の為、中止

10/4(木)

熱海 YMCA 移動理事会（茨城 YMCA へ）出席：牛田・久保田

10/5(金)

東日本区 EMC+文献組織検討委員会 出席：榎本（直前主任）

10/12(金)

東日本区 EMC 委員会

10/28(日)

15 周年記念樹+記念碑 周辺整備を実施します（松川湖畔）

11/10(土)

第 17 回ワイズ杯ドッジボール大会 会場：市民体育センター

11/18(日)

伊東西ロータリークラブ 創立 40 周年記念式典
会場：川奈ホテル 14：00 受付 14：30 開会 出席：山田会長

出席：榎本（直前主任）
・久保田（主査）

11/24(土) 第 33 回熱海 YMCA 中学生英語スピーチコンテスト 起雲閣
★プログラム/ドライバー委員会…10 月例会 卓話者：増田悦男氏 （里親の会）
★YMCA 青少年委員会…キャンプ教室 収支報告：承認
★CS 委員会…9/14(金)「第 17 回ワイズ杯ドッジボール大会」開催案内配布
★CS 委員会…第 37 回ふれあい広場への献品協力ありがとうございました
★CS 委員会…伊東ワイズメンズクラブ杯スーパージュニア学童軟式野球大会
★CS 委員会…収支報告：承認 ご協力ありがとうございました
★CS 委員会…※10/28(日)15 周年記念樹+記念碑 現地 9：00 集合 雨天延期
★EMC/会員選考/訪問委員会…卓話の無い月を利用してセミナーを開催します
★YMCA 伊東センター…日本 YMCA 同盟に宿泊用テントを 2 張申請しました
●伊東高校定時制振興会より礼状と領収証が届きました
●結城明美さん（暖香園ル・オール）よりお礼として焼酎を頂きました
●2019 年度社会福祉協議会 評議委員 山田光彦君に２期連続の依頼…承認
●クラブジャンパーの新規作成の件…デザイン・金額等を検討し提案/審議する
●部大会・東日本区大会登録者への補助金の件…額面を検討し提案/審議する
●2019 年 5 月例会を BBQ 例会としたい…会場・送迎を含め件討し提案する
第５回 運営委員会は 11/1(木)です
10 月例会 卓話者 紹介
里親の会 増田悦男 氏（ますだえつお） 紹介者：久保田康正君
演題：「里親について」
1949 年（昭和 24 年）1 月生 69 歳 出身地：伊東市
1999 年（平成 11 年）12 月 静岡県里親登録
2008 年（平成 20 年）6 月 里親 静岡県表彰（ご夫婦共）
2009 年（平成 21 年）7 月 関東・甲信越・静岡地区表彰（ご夫婦共）
2010 年（平成 22 年）11 月 全国表彰（ご夫婦共）
2012 年（平成 24 年）2 月 静岡県専門里親認定登録 13 号
2012 年（平成 24 年）4 月 ファミリーホーム「ピッピハウス」開設
他クラブ訪問
9/18(火)三島クラブ（お食事処 松韻）出席：久保田康正君（会員増強事業主査）
9/19(水)下田クラブ（ナンズビレッジ）お月見例会
山田光彦君・安藤真範君・牛田俊夫君・浦頭 薫君・榎本 博君
金子正樹君・齋藤福男君・佐藤 諭君・鈴木 敦君・堀口正作君
9 月例会報告

と
き・・・11 月 12 日(月)
受
付・・・・・内山 雅裕君
司
会・・・・・古田 耕司君
開会の言葉・・・・・久保田康正君
ワイズの信条・・・・菊間 利夫君
食前の感謝・・・・・榎本
博君
私のコーナー・・・・安藤 真範君
閉会の言葉・・・・・浦頭
薫君

スマイル報告

在 籍 者
内功労会員
内広義会員
内療養会員

24 名
0名
2名
0名

コ メ ッ ト
ゲ ス ト
ビ ジ タ ー
出席者総数

0名
2名
4名
25 名

当月

出 席 者
メ ネ ッ ト

19 名
0名

出

86％
1名

当月

kg

当月

pt

席

第 505 回 9 月例会は菊間 Ys 司会の安
定の声量で始まりです （マイクいら
ず?）山田会長の慣れてきた 3 回目の開
会点鐘。開会の言葉は 2 年目に入り例
会初仕事でド緊張な古田 Ys（自分）も
っと間をおいて話せば良かったと反
省。
ワイズの信条はベテラン佐藤 Ys
（普
通にしてても面白い!）続いてワイズソ
ング。今日は渡邉部長がいるから一味
違います♪渡邉富士山部部長の部大会
アピールを兼ねた挨拶。下田クラブ長
田次期部長の挨拶。そして我が伊東ク
ラブより伊東高校定時制へ助成金授
与。山田会長挨拶（会長！毎回上手く
なってます！）の後は金子書記の書記
報告（これがまたすごく上手なんで
す！）誕生月なのに杉本 Ys 、安藤 Ys
が欠席（鬼の親睦委員会からは逃れら
れないぞ！）メネット誕生月は梅原 Ys、
稲葉 Ys。代表挨拶は稲葉 Ys『奥様の
誕生日を忘れずにすんだ』と会場の笑
いを誘う。菊間 Ys の息子さんが今月ご
結婚（おめでとうございます！）内山
親睦委員長率いる鬼の親睦委員会によ
る今月のスマイルは情けをかけてもら
ったのか少し抑えめな徴収となりまし
た。久保田 Ys 紹介による西島彰先生の
卓話。街作りに関する様々な熱いお話
しが聞けました。私のコーナーは浅倉
Ys（この前やったばかりなのに?）久保
田 Ys の閉会の言葉で第 505 回 9 月例
会は終了となりました。 記：古田耕司

率

メーキャップ

9 月例会修正出席率 91％

25.000 円

累計 133.000 円

ＹＭＣＡ基金
当月

円

累計

円

ＢＦ基金(切手)
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
【強調月間】ＥＭＣ／Ｅ・ＹＥＳ
*9/30(日)富士山部部大会は台風
*24 号接近の為 12/1(土)に延期
熱海ＹＭＣＡ報告
10/4(木)移動理事会 茨城 YMCA
10/4(木)出席：牛田・久保田
11/24(土)第 33 回中学生英語ＳＣ

副委員長：野村慶和 委員：浦頭 薫・榎本 博・古田耕司

