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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 】

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.510
発行：2019/2/6

心の清い人々は、幸いである。その人たちは神を見る。
マタイによる福音書５章８節

日
会
受
司

時…2 月 11 日(月)
場…暖香園 ル・オール会議室（2 階）
付…菊間 利夫君
会…久保田康正君

会長主題

・開会点鐘
会長 山田 光彦君
・開会の言葉
稲葉富士憲君
・ワイズの信条
堀口 正作君
・ワイズソング
一
同
お誕生日おめでとう！
・会長挨拶
会長 山田 光彦君
・ゲスト／ビジター紹介
会長 山田 光彦君
メンバー該当者なし
・書記報告
書記 金子 正樹君
…メネット…
・誕生/結婚祝
親睦委員会
・スマイル
親睦委員会
３日 斎藤佳予子さん
・委員会報告
各委員会
・ＥＭＣセミナー EMC/会員選考/訪問委員会
結婚記念日おめでとう！
・スキー教室全体会 YMCA 青少年事業委員会
21 日 堀口 正作君
・私のコーナー
山本
健君
♡寿子さん
23 日 山田 光彦君
・出席率／スマイル報告
担当委員会
♡睦子さん
・閉会の言葉
榎本
博君
・閉会点鐘
会長 山田 光彦君
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
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浅倉秀行
あ平成３１年伊東市成人式に協力団体として山田会長は
式典に、金子 Ys・山本 Ys・古田 Ys と自分の４名は式典
運営協力として参加してきました。今年は平成最後という
言葉をよく聞くなか、まさに平成最後の成人式です。伊東
クラブの中では、山本 Ys の娘（玲緒菜さん）が成人を迎
えられました。おめでとうございます。その他、小さい頃
から知っている子が数人成人を迎え、その内２名は、式典
実行委員を立派に務めていました。成人式に出たのは、自
分の時と今回で２回目なのですが、最近では中学校ごとに
会場の席が決まっていて、新成人が学校ごと校歌を歌うという式典項目なども
あり、自分たちの時とは色々様変わりした様にも思いました。特別問題行動も
無く和やかに進行し、とてもよい成人式式典だったと思います。今年の新成人
が生まれた頃より、様変わりの早い、何かシビアな世の中の様に感じられる現
在、これからいろいろな事に対応し、頑張って行ってほしいと思います。
YMCA 青少年事業委員会 委員長

浦頭 薫
あ会報委員会から駅伝に参加しての原稿依頼。昨年も
書いたし面白くないよ！ おーい (｣´0｀)｣ 文才の
ある富士憲委員長…「助けてよ」って心の叫びも届か
ない現実。フンッ！「走る苦しさに比べたら大したこ
とない」と言い聞かせる。走ることは自分の身体ひと
つで戦うスポーツ。駅伝に向けてメンバー（アリエル
アスリートクラブ）の士気を鼓舞し、小室山の秘密の
場所での坂道ダッシュやグラウンド２０周。真剣だっ
た。苦しくて吐きそうになった。そんな時いつも、焼
き肉・31 アイスクリームを終わったら食べようと考
えていた。本番で A チームは３位に９秒差と入賞は出来なかったが、少しずつ積み上げて来たことが
実を結んできたと実感している。私は自分のベストを持って走る事が出来なくなったので引退します
が、チーム設立２０周年には優勝争いが出来るチームを作りたいと思います。市役所でチラッと山田
会長率いる伊東クラブのメンバーを発見！ 嬉しかったよ o(^▽^)o 応援ありがとう☆ございました。
CS 委員会 副委員長

榎本 博
あ静岡県ドッジボール協会の山本昭男理事長からのお誘いをうけ、昨年 12/22(土)に山田会長・菊間
CS 委員長・久保田 C 副会長と私の４名で、三島市民体育館で開催の「伊豆ユネスコカップ 第 17 回
クリスマスドッジボール大会」
（参加費有料）を見学に行って来ました。この大会は静岡県ドッジボー
ル協会が主催し、(財)日本ドッジボール協会・(公財)静岡県体育協会・静岡県レクリエーション協会が
後援、伊豆ユネスコクラブ（所在：南伊豆）が特別協賛するというクラブチームのリーグ戦での大会
でした。48 チームが 3 ブロックに別れ 5 分間の試合時間で行われます。試合の体形は各チームとも
横一列に密着して並び（1 人はフリー）前後の動きだけでボールを取る・ボールから逃げるという初
めて見る本格的な試合に目を見張るばかりでした。この大会に参加しているチームを「ワイズ杯ドッ
ジボール大会」に招待し、エキシビジョンとして参加の子供達に一度見せてあげたいなと思いました。
ＣＳ委員
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久保田康正
あ 17 年ぶり２回目の会長を
仰せつかり、１年間皆様にご
迷惑をかけると思いますが、
ご協力宜しくお願い致しま
す。次年度については、メン
バーの皆さんと相談しながら進めますが、伊東ク
ラブが歩んできた４３年間を顧みつつ、続けてい
く事業、そうでない事業の仕分けをしながらの１
年間だと思っています。夏のキャンプ教室の始ま
りはメンバーの子弟中心、冬のスキー教室は日帰
りのスケート・スキー教室でしたが、今では１８
０名のキャンプ、１泊２日のスキーです。メンバ
ーが減少し負担が大きくなってきましたが、教育
長にも出来るだけ続けて欲しいと言われていま
す。ワイズは青少年の健全育成を中心に活動し、
子供達のためになる事業を続けていければと考え
ています。ドッジボール・学童野球・少年少女合
唱団の支援等、あげればきりがありませんが、未
来を担う子供達の笑顔を励みに頑張りましょう。
次期会長

会

長・・・久保田康正

Ａ副会長・・・稲葉富士憲
Ｂ副会長・・・浦頭

薫

Ｃ副会長・・・榎本

博

書

記・・・浅倉

秀行

会

計・・・杉本

隆夫

副 書 記・・・牛田

俊夫

会計監査・・・梅原

敬二・鈴木

敦

上記の通り運営委員会において承認されました
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山田光彦
あ１月 27 日日曜日、熱海 YMCA センターで役
員会・評議会が行われました。伊東クラブからは、
私と梅原ワイズ、榎本ワイズの３名が参加。前半
年間の報告、各クラブ会長から議案審議があり、
今期富士山部は１８３名、どのクラブも会員増強
を考えていることを感じました。その後、新年会
へと進み、全員で１分間スピーチを行いました。
会長

佐藤 諭
あ明けましておめでとうご
ざいます。5 回目の年男、佐
藤です。ワイズに入会した時
は 30 代で、どの会に出席し
ても若い方でしたが、今では
年下の方が多いような気がします。会社を設立し
たのも 30 代前半でしたが、早いもので 30 年近
くになりました。そろそろ引退を考える時期です
が、もう少し頑張って仕事をしようと思っていま
す。60 歳、会社員は定年の年です。友達も今年
で定年退職する人が多く、羨ましいような寂しい
ような気がします。さて、今年はイノシシ年と言
うことで、猪突猛進をイメージしますが、私はボ
チボチと無理をしないで、身体に気を付けてワイ
ズ活動と仕事を頑張っていきたいと思います。
BF/IBC 委員長
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1/26(土)

伊東商工会議所青年部創立 10 周年記念式典・祝賀会
場所：ラヴィエ川良 記念式典 16：00～ 祝賀会 18：00～
出席予定：山田会長

新年例会は、
杉本 Ys の司会で始まった。
開会の言葉は、野村 Ys。改元の年であ
ることをあげ、
伊東クラブのしなやかな
変化を提案した。
ワイズの信条は、浦頭
1/27(日)
第 2 回富士山部役員会・評議会 会場：熱海 YMCA センター
Ys。声だけ聴いていると高校生のよう。
役員会：15：00～ 評議会：16：15～
ワイズソングに続く会長挨拶では、キャ
出席：山田会長・梅原 A 副会長・榎本副書記
ンプ教室など大きな事業をみなの協力
1/27(日)
ボーイスカウト静岡県連盟
で無事にできたと、メンバーに感謝し
伊東地区平成 31 年賀詞交歓会 会場：健康福祉センター
た。ゲストビジター紹介の後、青年会議
2/3(日)
第 47 回伊東駅伝競走大会 協賛
所長浜理事長が、10 年前 52 人いた会
区間賞副賞として（中学生男女各 5 区間/計 10 個）
員が現在 14 人で大変と、事業への協力
2/11(月)
2 月例会は TOF となります。受付 18：30～ 例会 19：00
を要請した。恒例の富士山部長公式訪問
各自食事は済ませて来てください
としての挨拶で、渡辺 Ys が次につなが
*EMC セミナー *スキー教室全体会
るよう頑張ると述べた。金子 Ys の書記
2/15(金)
2018 年度 各種献金締め切り
報告では山本 Ys の娘さんが成人式だっ
2/16(土)
YMCA 青少年スキー教室 開催 参加人数：84 名（1/31 現在） たこと、などを挙げた。誕生祝で登場し
たのは、堀口 Ys、熱海の札埜 Ys、大
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
川 Ys、下田の長田 Ys、清野 Ys、御殿
3/9 日(土)
次期理事・会長・部役員研修会
場の前原 Ys、三島の藤田 Ys、富士宮
10(日) 会場：国立オリンピック記念青少年総合研修センター
の宮崎 Ys。代表で堀口ワイズ何もしな
未定
彦根シャトークラブ訪問（有志にて）検討中
いで歳をとったと挨拶。結婚祝いは該当
なし。食前の感謝は佐藤ワイズ。齋藤
★プロ/ドラ委員会…2 月例会は TOF となります
Ys の新年の乾杯で会食が始まった。内
※受付 18：30～ ※例会：19：00 ※各自食事は済ませて来てください
山親睦委員長によるスマイルは、新年の
★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
ご祝儀で幸先良いスタートとなった。委
★YMCA 青少年事業委員会…2 月例会で「スキー教室全体会」を行います
員会報告の後、熱海の札埜 Ys のアピー
★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
ルがあった。伊東クラブ恒例の 1 分間
★CS 委員会…2/3(日)第 47 回伊東駅伝競走大会 協賛
スピーチでは、
それぞれが新年の抱負を
★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
述べた。出席率 86％、スマイル 6 万 2
★CS 委員会…当選番号：02・42・73
千円と報告があり、榎本 Ys の閉会の言
★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
葉で、第 509 回例会は終了した。
★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
記：稲葉富士憲
●次期（2019 年度）クラブ役員（文中記載参照）承認
●YMCA 伊東センター所長：久保田康正（継続）承認
●次期富士山部役員選出の件 次期富士山部副会計に榎本

博君 承認

●今年度「お年玉切手シート」は提供＋全メンバー￥1000-の拠出とする 承認
●2018 年度各種献金額 承認
●第 47 回伊東駅伝競走大会 協賛 収支報告 承認

第 9 回運営委員会は 2/28（木）となります
他クラブ訪問
1/16(水) 下田クラブ

牛田

俊夫君

榎本

博君

1/28(月) 熱海クラブ

久保田康正君

鈴木

敦君

堀口 正作君

訃報 佐々木真澄 Ys（下田クラブ）1/23(水)ご逝去 享年 73 歳
CS 事業の「すぎのこ作業所」と協働での清掃奉仕など熱心に取組む姿
は見習うべきワイズメンの姿であった。写真は伊東クラブのゴルフ愛好
会メンバーとしてコンペに出場していた頃の佐々木真澄 Ys。常にスコ
アーも良く上位入賞をしていた。ゴルフ後の佐々木 Ys 宅での海鮮盛り
沢山の BBQ パーティーが忘れられない。ご冥福をお祈りいたします。

1 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
18 名
0名

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

と
き・・・・3 月 11 日(月)
受
付・・・・・勝又 秀仁君
司
会・・・・・野村 慶和君
開会の言葉・・・・・安藤 真範君
ワイズの信条・・・・山本
健君
食前の感謝・・・・・齋藤 福男君
卓
話・・・・・浦頭
薫君
私のコーナー・・・・榎本
博君
閉会の言葉・・・・・久保田康正君

スマイル報告
0名
2名
23 名
43 名
82％
1名

当月 62.000 円

累計

東日本区・富士山部
254.000 円

ＹＭＣＡ基金
当月

円

累計

円

ＢＦ基金(切手)
当月

kg

当月

pt

累計

【強調月間】
ＴＯＦ
熱海ＹＭＣＡ報告

kg

ＢＦ現金

1 月例会修正出席率 86％
【会報/ＩＴ/広報委員会】委員長：稲葉富士憲

累計

pt

副委員長：野村慶和 委員：浦頭 薫・榎本 博・古田耕司

