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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”
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！”

Vol.509
発行：2019/1/8

隣人を自分のように愛しなさい
マタイによる福音書 22 章の 39 節

日
会
受
司

時…1 月 14 日(月) 18：30～21：00
場…暖香園 ル・オール会議室（2 階）
付…齋藤 福男君
会…杉本 隆夫君

・開会点鐘
・開会の言葉
・ワイズの信条
・ワイズソング
・会長挨拶
・ゲスト／ビジター紹介
・富士山部部長挨拶
・書記報告
・誕生／結婚祝い
・食事(食前の感謝) )
・1 分間スピーチ
・スマイル
・委員会報告
・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
野村 慶和君
浦頭
薫君
一
同
会長 山田 光彦君
会長 山田 光彦君
部長 渡邉 実帆さん
書記 金子 正樹君
親睦委員会
佐藤
諭君
一
同
親睦委員会
各委員会
担当委員会
菅野 政典君
会長 山田 光彦君

お誕生日
おめでとう！
11 日 堀口

正作君

30 日 榎本

順子さん

31 日 浅倉

七瀬さん

結婚記念日
おめでとう！
該当者なし

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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山田光彦
あ新年あけましておめでと
うございます。昨年は、大変
お世話になりました。本年も
よろしくお願いいたします。
会長主題を「奉仕と友情の輪
を広げよう」と掲げ、半年が過ぎました。緊張し
た初例会から始まり、タライ乗り、キャンプ教室、
学童野球、ドッジボール大会、クリスマス家族会
と、ひとつずつ行事を全うすることができました。
これも、すべてメンバーの皆様の協力のおかげと、
感謝する次第です。今年は、5 月に新年号（元号）
が始まるという、記念すべき年です。平成最後の
伊東ワイズメンズクラブ会長として、残りの半年
間もクラブの発展に努めていきたいと思います。
今後ともご協力をお願いいたします。

梅原敬二
ああけましておめでとうご
ざいます。私は、今年 3 月
で（…歳？）になります。近
頃、「人生百年を前提に、生
涯現役で生きる」と言う趣旨
の発言をよく耳にします。本当でしょうか。私は、
元気で長生きし、皆さんに期待され感謝される人
生を送りたいと思います。今年、日本人の平均寿
命は、男性 81.0 歳、女性 87.3 歳だそうです。
私は、85 歳まで現役を通すつもりです。これか
らも、ワイズメンとして、事業と地域奉仕活動に
全力を尽くすつもりです。そして、皆様にお願い
です。全員、一人でも多くの入会者を増やせるよ
う、頑張りましょう。今年もよろしくお願いいた
します。

金子正樹
あ皆様、あけましておめで
とうございます。昨年 7 月
から、山田会長を支える書
記としてメンバーの皆様方
には大変お世話になりまし
た。まだワイズ歴の浅い自分が、書記として今年
度の前期をなんとか全うできたのも、皆様の協力
のおかげです。重ねて感謝申し上げます。後期に
は、スキー教室・親睦旅行・東日本区大会と大き
なイベントがある中、しっかりと山田会長を支え、
頑張ってまいりたいと思っております。さて、今
年は、自分の中で人生最大の挑戦があります。ワ
イズ活動に支障が無い様、頑張ってまいりますの
で、引き続きのご指導宜しくお願い致します。本
年も宜しくお願い致します。

鈴木 敦
ああけましておめでとうご
ざいます。会員各位におかれ
ましては、ご家族お揃いで健
やかに新しい年を迎えられ
たことと、お慶び申し上げま
す。さて、今年度も残り半期となりました。今後
も、年明け早々の成人式式典協力、2 月の YMCA
青少年スキー教室等、主要事業が予定され、担当
委員各位は準備ご苦労様です。これらの活動を通
して広くワイズメンズクラブを知ってもらい、会
員増強に繋がることを期待しています。社会状況
の変化が速い現在、事業の内容も変化させながら、
活動していきたいと思います。本年が皆様にとり
まして良い年となり、益々ご繁栄されますことを
お祈り申し上げ、新年の挨拶とします。

会長

書記

会報/ＩＴ/広報委員長

稲葉富士憲
ああけましておめでとうご
ざいます。今年はい年だそう
です。ある限られた場所で
は、甘い声で「いーさん」と
呼ばれる私にとって、今年は年男です。そんなこ
と言ったら、去年だっていぬ年でいがつくから、
年男でした。まあ、毎年今年こそはと誓う私は、
干支にかかわらず、すべて年男のつもりで頑張り
ました。しかし、いつも中盤からだれ、最後はグ
ダグダになるてんまつ。今年こそは、新年の緊張
感を大みそかまで維持し、密度の高い毎日を過ご
したいと思います。という訳で、ワイズメンの皆
様、原稿の取り立ては緊張感をもって密度の高い
厳しいものになりますが、悪しからず。

Ａ副会長

Ｂ副会長

久保田康正
あ新年あけましておめでと
うございます。1990 年ワ
イズ入会以来いろいろなこ
とが有り退会も考えたこと
もありましたが早 28 年、
次期は 17 年ぶりに 2 回目の会長をおおせつかり
皆様にご迷惑をかけると思いますが、よろしくお
願いいたします。さて 28 年間の活動の中心は夏
のキャンプ教室、秋のドッジボール大会、冬のス
キー教室ではないかと思います、いろいろ面倒な
事もありましたが子供達の笑顔を見れば疲れなど
は吹き飛びました、今ではＹＭＣＡ同盟にも認め
られ毎年テント頂いていますが今後も楽しく会員
皆で活動出来ることによろこびを感じ青少年の健
全育成に努力していきたいと思います。
Ｃ副会長

内山雅裕
あクリスマス家族会開催にあたって、親睦委員会
は知恵を絞って色々と検討しました。と言いたい
ところですが、時間がなさすぎた。12/23 日（日）
本番当日、早めに集合して準備、と言いたいとこ
ろですが、年末恒例の忘年会ラッシュでまさかの
二日酔い。ふらふらしながらも、親睦委員全員の
協力により、なんとか間に合いました。始まると、
開始 5 分前に頼んだにもかかわらず、勝又 Ys さ
すがの司会進行。途中、音楽のトラブルがあり、たじたじでしたが、サンタを快くうけてくれた古田、
浦頭、菊間 Ys も会場を盛り上げてくれました。力をいれたイベント「福引 150 本、はずれ無！」は、
特賞がユニバーサルジャパンのペアーチケット、特別賞が金子 Ys から提供頂いた宿泊券、1 位はタ
ラバガニセットと豪華盛りだくさん。親睦委員会のモット-「みんなを楽しませる」を実現しようと、
今までにない進行で頑張りました。その結果、みごとに特賞を私自身が GET。ちょっとブーイングが
あったかな？？ともあれ、楽しいクリスマス会を開催でき、親睦委員会のみなさまお疲れ様でした。
親睦委員会 委員長

古田耕司
あ今年で２年連続のサンタ。無我夢中で演じた去
年。今年は余裕をもって望めました。いよいよ出
番となりました。今年の伊東クラブチームサンタ
のメンバーは浦頭 Ys、菊間 Ys、そして自分の 3
名です。心待ちにしている子供達に、愛とプレゼ
ントを届ける為に、僕たちは華麗(加齢)に変身し
たのであります。サンタ 2 名、トナカイ 1 匹のチ
ーム編成。ちびサンタ、ふるサンタ、汗💦トナカ
イとなりました。誰だ! おばサンタって言ったのは(笑)。ぼくはレディーサンタだと思いたい。一人一
人の子供達へのプレゼント配り。素直に喜んでくれたり、照れくさそうに受け取る子。一番年上の子
供は正作ちゃん 88 才でした (^O^) 受け狙いで股間に白髭付けたけど照明消して上半身にスポット
ライト浴びたので誰も気が付いてもらえず残念！来年はガンバローと心に誓うふるサンタでした。
YMCA 青少年事業委員会 副委員長
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第 7 回運営委員会だより 1/7（月）

12 月例会だより

毎年 12 月例会はクリスマス家族会
と兼ねて短縮にて開催される。
会場は
同じバンケットだが椅子のみで閑散
1/13(日)
伊東市平成 31 年成人式
として寂しい。今年度も早いもので、
会場：伊東市観光会館 集合時間：9：00
まもなく前期を終えようとしている
式典出席：山田会長・稲葉 Ys・金子 Ys
…。野村 Ys の司会進行にて定刻通り
式典協力：浅倉委員長・久保田 C 副会長・古田副委員長
開会。山田会長の開会点鐘がいつにな
1/14(月)
伊東商工会議所青年部 創立 10 周年記念式典・祝賀会
く大きな音で例会場に響いた。
今月は
会場：ラヴィエ川良
御殿場クラブより前原末子地域奉仕
記念式典 16：00～ 祝賀会 18：00～
/YMCA サービス事業主査と小野麻
出席：山田会長
利子クラブ会計が例会より参加して
1/27(日)
第 2 回富士山部役員会・評議会
くれた。開会の言葉は安藤 Ys に代わ
会場：熱海 YMCA センター
り斎藤直前会長。ワイズの信条は山本
役員会：15：00～ 評議会：16：15～
Ys。ワイズソングはアカペラで行わ
出席：山田会長・金子書記・久保田地域奉仕事業主査
れたが、音源が無いのはキビシイなと
出席：梅原Ａ副会長・榎本副書記
痛感した ^^； 会長挨拶で山田会長は
1/27(日)
ボーイスカウト静岡県連盟 伊東地区平成 31 年賀詞交歓会
前期を振り返り、それぞれの事業への
会場：健康福祉センター調理室
思 い や 感謝 を 述べ る と共 に
2/3(日)
第 47 回伊東駅伝競走大会協賛
2/16( 土 )17( 日 ) で 開 催 さ れ る
区間賞 副賞（中学生男女 各 5 区間/計 10 個）
YMCA 青少年スキー教室・今後の事
2/11(月)
2 月例会 EMC セミナー（クラブ運営マニュアル活用）
業/活動への協力を要請された。金子
書記による書記報告では今後の事業
2/15(金)
2018 年度 各種献金締め切り
2/16(土)
YMCA 青少年スキー教室開催 参加人数：84 名（1/7 現在） 展開（予定）と各種報告がされ、委員
17(日) 会場：サンメドウズ清里スキー場 宿泊：羽村市自然休暇村 会報告では会報委員会・青少年委員会
などから事業への協力のお願いがあ
送迎メンバー：4 名 同行メンバー：14 名
った。出席率の報告がされ第 508 回
★プロ/ドラ委員会…1 月例会 富士山部部長公式訪問
12 月例会は久保田 C 副会長の閉会
★プロ/ドラ委員会… 1 月例会伊東青年会議所年頭挨拶（理事長他 2 名）
の言葉で終了しました。 記：榎本
★プロ/ドラ委員会…2 月例会 TOF とします
1/10(木)

熱海 YMCA 新年会＆稲田精治 Ys（沼津クラブ）叙勲祝賀会
会場：月の栖 熱海聚楽ホテル 出席：牛田理事・久保田理事

★会報/ＩＴ/広報委員会…原稿依頼にはご協力をお願い致します
★親睦委員会…1 月例会後 懇親会開催します
★YMCA 青少年事業委員会…1/13(日) 伊東市平成 31 年成人式 式典協力
★YMCA 青少年事業委員会…2/16(土)17(日) YMCA 青少年スキー教室開催
★CS 委員会…2/3(日)第 47 回伊東駅伝競走大会 協賛
★CS 委員会…2・3 月例会で年賀ハガキお年玉切手シート等収集します
★EMC/会員選考/訪問委員会…1/24(木)委員会開催
★EMC/会員選考/訪問委員会…2 月例会で EMC セミナーを開催します
★EMC/会員選考/訪問委員会…クラブ運営マニュアル（改訂版）を配布します

と
き・・・2 月 11 日(月)
受
付・・・・菊間 利夫君
司
会・・・・菅野 政典君
開会の言葉・・・・稲葉富士憲君
ワイズの信条・・・堀口 正作君
私のコーナー・・・山本
健君
閉会の言葉・・・・榎本
博君

●2018 年度クリスマス家族会 収支報告 承認

第 8 回運営委員会は 1/31(木)となります
他クラブ訪問
・12/1(土)富士山部 部大会
・12/1(土)富士山部 部大会
・12/1(土)富士山部 部大会
・12/19(水)下田クラブ
・12/19(水)下田クラブ

山田 光彦会長
梅原 敬二君長
齋藤 福男君長

稲葉富士憲君
金子 正樹君
堀口 正作君

牛田 俊夫君
久保田康正君

山田 光彦会長
堀口 正作君

牛田 俊夫君

金子 正樹君

あ

受付：18：30～ 開会：19：00

あ

12 月例会報告
在 籍 者
内功労会員
内広義会員
内療養会員
出 席 者
メ ネ ッ ト

24 名
0名
2名
0名
21 名
6名

※2 月例会は TOF 例会のため
食事は出ませんので各自済ませて
来てください。

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

12 月例会出席率 96％

スマイル報告
18 名
0名
5名
50 名
96％
0名

当月

0円

東日本区・富士山部

累計 192.000 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

【強調月間】
ＩＢＣ／ＤＢＣ
熱海ＹＭＣＡ報告
1/10(木) 熱海 YMCA 新年会＆
1/10(木) 稲田精治 Ys(沼津クラブ)
1/10(木) 叙勲祝賀会

副委員長：野村慶和 委員：浦頭 薫・榎本 博・古田耕司

