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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
Nov.23.１９７６

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！”
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互いに愛し合いなさい
ヨハネによる福音書 15 章 12 節

日
会
受
司

時…5 月 13 日(月) 18：30 ～ 21：00
場…旅乃家 宇佐美温泉 海ホテル
付…佐藤
諭君
会…勝又 秀仁君

5 月例会は新クラブジャンパー ＋ ラフな服装
・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
・ＢＢＱ(食前の感謝) )
・スマイル
・委員会報告
・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
梅原 敬二君
稲葉富士憲君
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
鈴木
敦君
親睦委員会
各委員会
古田 耕司君
担当委員会
山本
健君
会長 山田 光彦君

メンバー該当者なし
17 日
30 日

杉本
菊間

36 日

稲葉富士憲君
♡敦子さん
及川 泰広君
♡香穂理さん
菊間 利夫 君
♡治代さん

27 日
31 日

葉子さん
治代さん

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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齋藤福男
あ 4 月 17 日(水)富士山部第 1 回チャリティーゴルフコ
ンペが、沼津ゴルフクラブで行われました。我がクラブか
らは、私と梅原さん久保田さんの 3 人の参加でした。ち
ょっとさみしい感じ…朝 6：00 出発。久々の早朝割引？・
「まだ調子が出ないですね…」ゴルフは二日酔いと寝不足
はダメなんですョ…ヤッパリ…沼津ゴルフクラブでは何
回もプレーしましたが、今回のグリーンのタッチ…おもくて、おもくて、遅いこと。付いてくれた美人
キャデーさん「幸ちゃん」もビックリしていました。個人的には早いグリーンが好きです（入る入らな
いは別として）
「ガッツン」と打てないパターは流しうちのストロークなのです…成績はぺリアのため後
で発表となりますが、今大会と同時にハンデ戦で熱海クラブの第７回梅田邦彦会長杯ゴルフ親睦会が行
われました。ちなみに私のハンデは 14 となっておりまして…前回優勝で少し減りました。今回は伊豆
コースから駿河コースのラウンドで、パートナーは伊東の梅原さん、富士宮の土橋さん、そして沼津ク
ラブのＤＢＣ京都トップスクラブの「大ちゃん」山下大輔さん。以前も一緒で和気あいあいのラウンド
でした…大ちゃんとは来期びわこ部彦根シャトークラブの戸所さんが理事のため、西日本区大会へ参加
しますのでまたお会いしましょう。とても楽しかった…「楽しくなければ ワイズ～ゴルフじゃない！！」
…僕のスコア？…どうでもいいョ…伊豆 56、駿河 43、計 99…ア～ア 100 回だ へたくそ…もうこ
の辺で終わり… 幹事の沼津の泉会長・渡辺富士山部長お疲れ様でした。ありがとうございました。
直前会長

2019 年 5 月 31 日 ～ 6 月 2 日
国立オリンピック記念青少年総合センター
東日本区理事 宮内 友弥

記念講演では「もうひとつのヒロシ
マ、灯籠流し」オバマ前大統領が広島
訪問の際に抱擁を交わした歴史研究家
森 重昭さん（1937 年生まれ）をお迎
えし、原爆の犠牲となったアメリカ兵の遺族との交流を追った
ドキュメンタリーフィルム「Paper Lanterns（灯籠流し）」
を上映します。国と国との間に起った戦争という悲劇を、人は
どのように乗り越えることができるかという大きな問いに向
き合うものです。ご自身も被爆者であり今も国連等で「原爆犠牲者に国境は関係ない」との信念から、
講演を続けておられる森 重昭さんにお話いただき、平和について思いを馳せ、大いに語る時としましょ
う。ワイズとその仲間の皆様、盛上げるのはあなたです。交通至便の都心で開催されます「第２２回東
日本区大会」に奮ってご参加くださることを心よりお待ちしております。
2019 年 7 月 19 日 ～ 21 日 仙台国際センター
アジア太平洋地域会長 田中 博之

2011 年 3 月 11 日、東北沿岸地域をマグニチュード 9.0 という未曽
有の規模の地震、そしてそれに続く最高 40m に及ぶ大津波が襲いました。
2 万人近くが亡くなり、未だ 2,500 人以上が行方不明となっています。
今回の大会は、その大震災の中心都市であった仙台で開催されます。提案
を受け入れていただき、大会の企画・準備に尽力いただいている東西日本区に感謝申しあげます。大会
のハイライトのひとつは、被災地を巡る丸一日のツアーです。あの日から８年経って被災地がどのよう
に復興しているか、これからの課題は何かを目の当たりにしていただきたいと思います。アジア太平洋
地域はさまざまな自然災害が度重なって発生しています。この大会が、災害時にワイズメン・ウイメン、
そしてワイズメネットとして何ができるかあるいはワイズメンズクラブと YMCA がどう良い協働を行
うことができるかについて考えていただく機会となることを願っています。多くの参加者のもと、友情
を高め合い、刺激し合い、励まし合い、皆さんがアクションを起こして頂くエネルギーを供給できるよ
うな大会になる事を願っています。仙台でお会いすることを楽しみにしています。
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伊東市少年少女合唱団は、伊東ワイズメンズ
クラブと同じ 1976 年の創立である。初舞台
は 1977 年 11 月 3 日(木)『第 16 回伊東市芸
術祭・音楽祭』200 名を超える団員が勢ぞろ
いし、3 人の指揮者・4 人のピアニストでの華々
しいデビューであった。技術的には幼くとも、
懸命に歌う姿が聴衆の心をつかみ 1978 年 3
月の第 1 回発表会への有効なアプローチとな
ったようだ。団員全員での出演はその後 2 回続
いたが音楽祭への出演団体の増加に伴い、演奏
時間の制限も加わった為、第 19 回以降はシニ
アグループのみの出演となり現在に至ってい
る。この音楽祭に参加するという事は市内の音
楽グループの活動を知るとともに、翌年の発表
会への弾みとなり、また伊東市の音楽文化の一
翼を担っているという自覚が生まれるチャン
スになっていると思える。これからも伊東ワイ
ズメンズクラブは伊東市少年少女合唱団を助
成し、良い関係を築きつつ共に発展して行きた
く願う。（下段写真は伊東クラブ 40 周年記念例会）
テーマ“Living

Together Within Nature on a Path to Peace”
自然の恵みに抱かれ、平和に向かって生きる

2019 年度 5 月末からの第 22 回東日本区大会・6 月の西日本区大会（京都）7
月の第 28 回アジア太平洋地域大会（仙台）とワイズに関する大会が続き活性化が期
待されています。併せて 8 月末から 9 月に「アジア太平洋 YMCA 大会」も開催され
る記念すべき 1 年を迎えております。アジア・太平洋 YMCA 大会は 4 年に 1 度開
催され、YMCA の働きを共に担う各国の YMCA が対話や分かち合いを通して、互
いの力が発揮できる共通の取り組みを見出す場です。今大会テーマの下、地球環境や
気候変動に対して、私たちに与えられている役割を考えます。またアジア・太平洋地域での貧困や差別、抑圧に抗
い、異なる文化や価値観の間に調和を生み出す、真の平和を創る者としての行動を探ります。歴史に残る国際大会
が 50 年ぶりに日本での開催となります。日本の YMCA は新しいブランドコンセプトの下「みつかる。つながる。
よくなっていく。」をスローガンにポジティブネットのある豊かな社会を目指し活動しています。
■第 4 回アジア・太平洋 YMCA ユースアッセンブリー
2019 年 8 月 31 日(土)～9 月 2 日(月) 会場：オリンピック記念青少年センター
■第 20 回アジア・太平洋 YMCA 大会
2019 年 9 月 2 日(月)～6 日(金)

参加費：無料

会場：国際青少年センターYMCA 東山荘 参加費：670US$

「ピンクシャツデー」は、2007 年
カナダの学生 2 人から始まったいじめ
反対運動です。ある日ピンクのポロシ
ャツを着て登校した少年が「ホモセク
シャルだ」といじめられました。それ
を聞いた先輩 2 人が 50 枚のピンクシ
ャツを購入、インターネットで「明日、
一緒に学校でピンクのシャツを着よ
う」と呼びかけました。翌日学校では
呼びかけに賛同した数百名の生徒がピンクのシャツや小物を身に着けて登校。
学校中がピンク色に染まり、いじめが自然となくなったそうです。このエピソ
ードは SNS 等で世界中に広まり、今では 70 カ国以上でいじめに反対する活
動が行われています。カナダで最初にこの出来事があった日が、2 月の最終水
曜日でした。それ以降、2 月の最終水曜日に私たち YMCA もいじめについて
考え、いじめられている人と連帯する思いを表す 1 日としています。
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1920 年、六甲山麓で最初のキャ
ンプが行われました。大阪 YMCA
が少年たちのために試みた、松林の
中での 2 週間の簡易天幕生活キャ
ンプで、これが日本における最初の
キャンプとなります。この活動はまたたくまに全国
に広がっていき、現在では年間を通じておよそ
22,000 人の子どもたちが全国各地で YMCA キャ
ンプを体験しています。YMCA がこれまで大切に
してきたキャンプには、いつの時代においても可能
性と喜びがあり、その経験を通じて多くの人が育
ち、変えられてきました。2020 年、YMCA はキ
ャンプ 100 年を迎えます。キャンプ第 2 世紀に向
けて、キャンプ体験の素晴らしさを伝え、その価値
と願いを次の 100 年へ受け継いで行きます。
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4/14(日)
4/16(火)

4/17(水)
4/20(土)
4/27(土)
5/10(金)

5/13(月)

5/18(土)
5/19(日)
5/

( )

5/23(木)
5/24(金)
5/26(日)

松川おそうじ大合戦！2019 春の陣
今年度は開催の案内が届かなかった為、不参加

朝からの雨も止み天気は回復したが、残
念なことに欠席者は多く寂しい例会とな
った。しかし新クラブジャンパーが配布
訃報 野木重治ワイズ（御殿場クラブ チャーターメンバー）
された事で気分一新。気を取り直し例会
4/14(日)午前 3：00 心不全のためご逝去されました。
に臨んだ。司会は内山 Ys の代打で榎本
慎んでお悔やみ申し上げます。
通夜参列：山田会長・牛田・榎本・久保田 香典￥10000-（クラブ） Ys。山田会長の開会点鐘。会場に鐘の音
色が響いた。開会の言葉は稲葉 Ys。会長
富士山部第１回チャリティーゴルフコンペ（沼津ゴルフクラブ）
挨拶では…「平成」最後で「令和」最初
参加：梅原・久保田・齋藤
の会長になり会長職も 83 日を残すまで
東日本区クラブ向けアンケート 締切：4/20(土) 提出済み
になりました。と淋しさをにじませた挨
川越クラブ「20 周年記念例会」会場：川越東武ホテル
拶！？ 書記報告も金子書記の代打で榎
※祝儀￥10000-（東京サンライズ 30 周年記念例会で進呈）
本 Ys が読みあげた。誕生祝いでは佐藤
東日本区に所属する全ての会員を対象にした個人用アンケート
Ys が「60 歳の実感なし！仕事を頑張る
全ての会員に周知してもらい解答を頂きたいです。
のみ！」と力強い一言。結婚祝いでは梅
締切：5/10(金)
原 Ys が「56 年間山あり谷ありよくもっ
たなぁ」と笑いを誘う。食前の感謝は杉
5 月例会（BBQ 例会） 会場：旅乃家 宇佐美温泉 海ホテル
本 Ys「令和を迎える喜びをかみしめなが
※雨天時は屋内にて開催
ら頂きます！」とやや解りずらいオヤジ
※ドレスコードは新クラブジャンパー＋ラフな服装で可
ギャグを飛ばす（笑）今回の卓話の先生
※詳細は案内報参照
は伊東クラブの久保田 Ys。内容は「保護
宇都宮クラブ 40 周年記念例会 会場：宇都宮美術館 講義室
司について」
。難しくお堅い卓話であった
14：45～19：00 登録料：￥6000がその活動内容たるや人間愛のお手本と
富士山部 第 3 回役員会/評議会 ＋ 次期クラブ役員研修会
なる活躍であると再認識しました。これ
出席：稲葉・牛田・榎本・金子・久保田
からも頑張ってください?久保田先
社会福祉協議会へプルタブ/エコキャップ寄贈 ※日程調整中
生！！ 続いて私のコーナーはまたまた
合同運営委員会（現＋次期）開催 会場：板八（予定）
榎本 Ys。出席率の悪さを憂うと共に反省
受付：18：00～ 開会：18：30 会費￥3500-（予定）
点・改善点を提案。熱弁のコーナーとな
りました。浦頭 Ys の敬礼からの閉会の
東日本区会員増強事業推進委員会（仮称）
言葉。山田会長の閉会点鐘で第 512 回
会場：東日本区事務所（四ッ谷） 出席：榎本
4 月例会は幕を閉じました。 記：古田
第 23 回 伊東市ごみゼロ運動クリーン作戦に参加
亀石峠頂上付近にて 集合 9：00（頂上駐車場）

6/1(土)
2(日)

第 22 回 東日本区大会
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) 登録済み
※伊東クラブ登録者数：10 名（4/30 現在）

6/8(土)

第 22 回山梨 YMCA（会場：小瀬スポーツ公園内 補助競技場）
インターナショナル・チャリティーラン 2019 開催

6/10(月)

6 月例会（第 514 回）例会終了後 定時総会となります

★親睦委員会…5 月例会後 懇親会開催
★親睦委員会…第 22 回 東日本区大会に親睦旅行を掛ける件…再検討
★ＣＳ委員会…社会福祉協議会へプルタブ/エコキャップ寄贈※日程調整する
★ＣＳ委員会…5/26(日)第 23 回伊東市ごみゼロ運動クリーン作戦参加
★ＣＳ委員会…亀石峠頂上付近にて人工ゴミ収集 集合 9：00 頂上駐車場

●下田クラブより申し出あり…2019 年度 7 月例会を合同例会として欲しい
●下田クラブより申し出あり…伊東クラブの日程 7/8(月)で開催 承認
他クラブ訪問

と
き・・・・6 月 10 日(月)
受
付・・・・・菅野 政典君
司
会・・・・・鈴木
敦君
開会の言葉・・・・・齋藤 福男君
ワイズの信条・・・・安藤 真範君
食前の感謝・・・・・野村 慶和君
私のコーナー・・・・な し
閉会の言葉・・・・・牛田 俊夫君

4/24（水）熱海グローリークラブ 金子正樹君

例会終了後 定時総会 となります

★YMCA 伊東センター…日本 YMCA 同盟（宝くじ協会）より
★YMCA 伊東センター…宿泊用テント 2 張りを寄贈して頂きます

4 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
1名
15 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

スマイル報告
0名
0名
1名
16 名
72％
1名

当月

13000 円

累計

東日本区・富士山部
321000 円

ＹＭＣＡ基金
当月

円

累計

円

ＢＦ基金(切手)
当月

当月
4 月例会修正出席率 76％
【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】
ＪＥＦ

pt

5/25(土)熱海 YMCA 総会
出席：牛田理事・久保田理事

副委員長：野村慶和 委員：浦頭 薫・榎本 博・古田耕司

