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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.511

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：2019/3/7

自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい
フィリピの信徒への手紙 2 章 4 節

日
会
受
司

時…3 月 11 日(月) 18：30～21：00
場…暖香園 ル・オール会議室（2 階）
付…杉本 隆夫君
会…榎本
博君

・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
・書記報告
・誕生/結婚祝
・食事(食前の感謝)
・スマイル
・委員会報告
・卓 話
・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
浅倉 秀行君
古田 耕司君
一
同
会長 山田 光彦君
会長 山田 光彦君
書記 金子 正樹君
親睦委員会
内山 雅裕君
親睦委員会
各委員会
浦頭
薫女史
山本
健君
担当委員会
野村 慶和君
会長 山田 光彦君

26 日 内山 雅裕君
21 日

梅原

敬二君

30 日

鈴木

敦君

該当者なし
18 日

勝又 秀仁君
♡あさみさん

13 日

久保田康正君
♡直子さん

15 日

杉本 隆夫君
♡葉子さん

19 日

榎本
博君
♡順子さん

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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ＹＭＣＡ青少年事業委員会 委員長 浅倉秀行
あ今年のスキー教室は、88 名申込みが有り、当
日までに６人のキャンセル出たため、子供の参
加者は 82 人。ほかに、メンバー11 人＋山田会
長の奥様睦子さんの参加により、12 人。合計
94 人の大軍団で２月 16 日・17 日に実施しま
した。３年前から参加して感じた事は、当然と
いえば当然ですが、その年により子供達の雰囲
気・行動などが違うこと。結構おもしろいなと
思う。集合時間は比較的守れるが、忘れ物がす
ごく多かったり、布団の片付けは割と出来ているが、ゴミの始末は今一つだったり、スキーも最終的
には全員滑れるようにはなったが、例年より上達するのが遅く感じられたり、真逆の年もあったよう
に思う。帰りのバスの中で子供達のアンケートを読み、笑える部分があった。昔より、平均的に過保
護な家が多いのかなと感じた。しかし、毎年変わらない部分は、参加した子供達全員が、
「すごく楽し
かった。また来年も来たい」と感想を言ってくれること。それと子供達の笑顔。自分も毎年子供達と
同じ気持ちにさせられる。両日とも最高の天気に恵まれ、絶好のスキー日和の中、実施できました。

あ

2018 年度 YMCA 青少年スキー教室
in サンメドウズ清里スキー場

ＹＭＣＡ青少年事業委員会 副委員長 古田耕司

あ今年は副委員長として臨む２回目の YMCA 青少年スキー教室
です。スキー場に着くと「あれっ！? 去年より雪が少ないような
… こんなところにも地球温暖化の影響が…」と独り言。しかし
ゲレンデにはちゃんと雪が積もっていました（サンメドウズの職
員さんに感謝！）子供達はインストラクターによるスクール中。
滑走隊ではあるものの自信が無いので、今のうちにと去年の感覚
を思い起こす。頭の中で教科書を読み返すがごとく板を履いてみ
た（平静を装いつつ）なんとか去年の感覚を覚えていました～
（笑）３回目のリフトに乗る頃には、去年のレベルを超えている自分に気が付き、２日間子供達と一
緒に楽しく滑ってきました。今回のスキー教室では自分の成長をも発見する事ができました ^^♪
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次々期会長 内山雅裕

次々期会長・・・内山
Ａグループ

雅裕（2020 年度）

担当副会長：稲葉富士憲

・プログラム/ドライバー委員長 鈴木
敦
・会報/ＩＴ/広報委員長
齋藤 福男
・親睦委員長
佐藤
諭
Ｂグループ

担当副会長：浦頭

・YMCA 青少年事業委員長
・ＢＦ/ＩＢＣ委員長
・ＣＳ委員長
Ｃグループ

担当副会長：榎本

・EMC/会員選考/訪問委員長
・文献管理/会則研究委員長

薫
古田 耕司
野村 慶和
金子 正樹
博
梅原 敬二
堀口 正作

上記の通り、運営委員会において承認されました

あ私がワイズメンズクラブ
に入会して 9 年。早いのか
遅いのか。とうとうその時
がきてしまったようです。
そうなんです。次々期会長
ってやつが。次々期は伊東ワイズメンズクラブの
45 周年の年です。会長職だけでなく、周年記念
例会もあわせて、今から戸惑っていても仕方がな
いので、今期残り 3 ヶ月、次期の活動を通して、
方向性を考えていきたいと思います。メンバーの
皆様と共に「今、何が必要か… 何が楽しめるのか
…」を考え、より良い伊東ワイズメンズクラブに
していきたいと思います。そのためにも我がクラ
ブ全員の協力が必要不可欠ですので、ご協力のほ
ど宜しくお願いいたします。 「攻めていこうぜ！
守りはごめんだ！」をモットーに！
ＥＭＣ/会員選考/訪問委員会 委員長 野村慶和

あ今月 2 月は、ＴＯＦ（タイムオブファスト）の月
です。国内で生活する我々は、断食の月と言っても
ピンときませんが、ワイズ活動の一環で、夕食を食
べないことにして、その食事代を、世界の難民救済
活動に献金する事業です。この例会を活用し、以前
より実施する方向でしたＥＭＣセミナーを行うこ
とになりました。前に製作した「運営マニュアル」
（2013 年 3 月）を一新、製本しなおしました（こ
れは榎本 Ys の努力の結果で、すばらしい出来栄えと心より感謝。さすが東日本区会員増強主任を立
派に成し遂げたメンバー）。さて、セミナーの進行は、野村が実施、内容はＹＭＣＡとワイズの歴史や
現状を説明（久々の為のどが渇き思うようにいきませんでした）。その後、齋藤副委員長にマイクを渡
し、各担当委員長に新マニュアルを読み上げてもらいました。最後に東日本区に精通しています久保
田 Ys に諸問題の説明をしていただき、約 45 分で終了。新しいメンバーが、進んで新マニュアルに
目を通してくれる事を願っています。閉会の辞の榎本 Ys から「本当はもっと若いメンバーと近づい
たセミナーを望んでいた」との言葉。今期まだ残っています。良い方向へ行くように！
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2/16(土)
17(日)

YMCA 青少年スキー教室が 82 名参加者で開催されました
堀口正作 Ys が大腿骨骨折で湯河原病院に入院
（2/28(木)無事手術終了）
3/1(金)
YMCA 青少年スキー教室 反省会 出席 11 名
3/9(土)
次期理事/クラブ会長/部役員研修会開催 出席：牛田次期部会計
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
3/23(土)
東京サンライズ「30 周年記念例会」
会場：ブラッセリー東洋（地下鉄 日本橋駅出口 B9）
時間：12：00 ～ 15：00 登録料：￥80003/25(月)
熱海クラブ 3 月例会「スリランカアワー」
会場：KKR ホテル熱海 開会：18：30 登録料￥40003/25(月)
学校施設利用 研修会 出席：久保田次期会長
4/17(水)
ワイズメンズクラブ富士山部 第 1 回チャリティゴルフコンペ
会場：沼津ゴルフクラブ 集合：7：50 スタート：8：22
プレイ費￥11890- ※3 月例会で参加者を募ります
4/27(土)
川越ワイズメンズクラブ「20 周年記念例会」
会場：川越東武ホテル 時間：13：30 ～ 18：00
登録料：￥80005/13(月)
5 月例会は BBQ 例会となります
会場：宇佐美温泉 海ホテル ガーデン（雨天時は屋内にて）
詳細については後日ご案内致します
5/30(木)
合同運営委員会 開催予定
6/1(土)
第 22 回 東日本区大会
2(日) 会場：国立オリンピック記念青少年総合センター
登録料￥13000- 申込締切日 4/30(火)
東日本区理事杯争奪ゴルフコンペ（若洲ゴルフリンクス予定）
★会報/IT/広報委員会…3 月号会報「スキー教室」増刊号の発行
★親睦委員会…3 月例会後 懇親会を開催します
★YMCA 青少年事業委員会…スキー教室へのご協力ありがとうございました
★BF/IBC 委員会…今年度は彦根シャトークラブへの訪問は見送りと致します
★CS 委員会…３月例会で年賀ハガキのお年玉切手シート等を収集します
当選番号：02・42・78
★※今年度「お年玉切手シート」は提供 ＋ 全メンバーより￥1000-拠出
●次々期会長（2020 年度：第 45 代）内山雅裕君 承認
●次期委員長（2019 年度） 承認
●3 月例会で新規クラブジャンパーのサイズ合わせを行います
第 10 回 運営委員会は 3/28（木）となります
卓話者紹介

2 月 11 日(月) 建国記念日に 2 月例会は
開催となりました。ＴＯＦ例会のため食
事は無しです。司会進行は名司会者の久
保田 Ys。そしてすっかり板についた山田
会長による開会点鐘。開会の言葉は稲葉
Ys。
「伊東市は去年悪い事が多かったが、
どん底の時は希望しか見えない」と前向
きな言葉を述べた。続いて会長挨拶。
「急
に寒くなったり暖かくなったりで…」と
メンバーの体調を気にしつつ、金子書記
へ『選挙がんばれ！』と激励の言葉。そ
れを受けての『頑張ります！』と金子書
記の書記報告。いつも通りの流暢な書記
報告となりました。結婚・誕生の祝いで
は、これまた山田会長の一言で『夫婦仲
良くスキー教室に参加します』と熱々ぶ
りを披露。今回のスマイルも、内山親睦
委員長の愛と優しさに満ちた、容赦ない
むしり取りとなりました。今月はＴＯＦ
のため卓話は無く、ＥＭＣセミナーを行
い、ＥＭＣ委員長の野村 Ys の進行で各
委員会の「使命と任務」
・
「運営の参考」
等を各委員長に読み上げてもらうなどし
て時間をかけて丁寧に説明。野村委員長
らしい真面目なセミナーを行った。出席
率・スマイル報告に続き、榎本 Ys によ
る閉会の言葉は「ＥＭＣセミナー感想な
どで「もっとメンバーと意見交換する内
容があっても良かったのでは…」と要望
を述べた。山田会長の閉会点鐘で 2 月例
会は終わりました。
記：古田耕司

浦頭 薫（うらがしらかおる）女史
出身地：静岡県伊東市
職業：看護師
演題：「予備自衛官について」

秩父宮記念富士登山駅伝
医療支援（隊友会）

2012 年 3 月 正看護師
2012 年 4 月 陸上自衛隊 予備自衛官
2015 年 7 月 伊東ワイズメンズクラブ入会
2016 年 5 月 熊本地震 復興支援
2017 年 8 月 秩父宮記念富士登山駅伝 医療支援
2018 年 11 月 硫黄島遺骨収集
その他…訓練・多数の後方支援／基地警備等に従事

他クラブ訪問
2/13(水) 下田クラブ 牛田 俊夫君

・ 堀口 正作君

2 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
19 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・・・・・4 月 8 日(月)
受
付・・・・・古田 耕司君
司
会・・・・・内山 雅裕君
開会の言葉・・・・・稲葉富士憲君
ワイズの信条・・・・菊間 利夫君
食前の感謝・・・・・杉本 隆夫君
私のコーナー・・・・榎本
博君
閉会の言葉・・・・・堀口 正作君

スマイル報告
0名
0名
0名
19 名
86％
0名

当月

24000 円

累計

東日本区・富士山部
278000 円

ＹＭＣＡ基金
当月

円

累計

円

ＢＦ基金(切手)
当月

当月
2 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

kg

累計

熱海ＹＭＣＡ報告
kg

ＢＦ現金
pt

累計

【強調月間】
メネット

pt

3/7(木)熱海 YMCA 理事運営委員会
出席：牛田 Ys・久保田 Ys

副委員長：野村慶和 委員：浦頭 薫・榎本 博・古田耕司

