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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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どんなことにも感謝しなさい
テサロニケの信徒への手紙

日
会
受
司

5 章 18 節

時…6 月 10 日(月) 18：30～21：00
場…暖香園 ル・オール会議室（2 階）
付…菅野 政典君
会…久保田康正君

・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
・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
齋藤 福男君
安藤 真範君
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
野村 慶和君
親睦委員会
各委員会
な し
担当委員会
牛田 俊夫君
会長 山田 光彦君

* 例会終了後 定時総会 *

お誕生日
おめでとう！
1日
1日
7日

榎本
野村
堀口

博君
明美さん
寿子さん

結婚記念日
おめでとう！
メンバー該当者なし

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 5 月例会（5/13）は、いつもの例会場ではなく「旅乃家 宇
佐美温泉 海ホテル」にて BBQ をしながらの開催となりまし
た。この日は、菊間 CS 委員長、久保田 Ys、榎本 Ys と共に、
伊東市社会福祉協議会にプルタブ 21 ㎏、エコキャップ 97 ㎏
を寄贈した日でもありました。そして、日の長い 5 月、まだ明
るい定刻の 18：30 から BBQ 例会がスタート。熱海クラブより 1 名、御殿場クラブより 5 名、下
田クラブより 1 名が参加。そして堀口 Ys も元気な姿を見せてくれました。私が下田クラブのお月見
例会に参加した事がきっかけで、伊東クラブでも「いつもと違う、楽しめる様な例会は出来ないだろ
うか？」と執行部に相談し、皆さんの理解を頂き実現できた事を嬉しく思います。新クラブジャンパ
ーの披露もあり、ワイワイと楽しく、美味しくいただく事もできました。ありがとうございました！
会

長

菊間利夫
あ 5/13(月)プルタブ 21 ㎏・エコキャップ 97 ㎏を、社会福祉法人 伊
東市社会福祉協議会の鈴木会長へ寄贈しました。前日には、CS 委員と
久保田 Ys と山田会長で計量を行いました。大変お疲れ様でした。寄贈
した際に本当に喜んで頂けたのかどうか、事務的な感じを受けたのは
私だけでしょうか？ さて、話は変わりますが、今の伊東クラブをど
のように感じていますか？ 伊東クラブは、素晴らしい事業を行って
いる団体です。しかし、人数が減少した今も同じ活動内容のため、メ
ンバーの負担が重くなっています。このままだとメンバー数が更に減少する可能性もあります。これ
を打破するには、行事を減らすしか方法はないと思います。基本に戻り、伊東クラブの３大事業だけ
を確実に行うという選択肢もあるでしょう。更なる前進をする為の後退と思って頂ければ幸いです。
ＣＳ委員会 委員長

会報委員 古田耕司
あ真夏の様な紫外線を感じる 5/26(日)AM9：00 例年通り
亀石峠に精鋭部隊は集結した。菊間 CS 委員長の命でローラ
ー作戦にて上下線を侵攻する。太陽光線と迫り来る車両と戦
いながらゴミ拾いミッションをこなす。汗だくになりミッシ
ョンを終了した兵隊どもにコメントをもらった。金子 Ys…タ
バコの吸い殻がやたら多い。榎本 Ys…いつも来る兵隊は同じ
だなぁ！梅原 Ys…参加兵士が少ねぇなぁ！齋藤 Ys…ＣＳコ
ミ二ティサービスには参加しないと！久保田 Ys…今年は綺
麗だった！佐藤 Ys…以前に比べゴミも減ったがワラビも減った！浦頭鬼軍曹…いい日光浴が出来き
た！菊間委員長…いいダイエットが出来た！古田…マナー向上と地球温暖化をヒシヒシと感じた！
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国立オリンピック記念青少年総合センター
書 記 金子正樹

あ 6/1(土)2(日)国立オリンピック記念青少
年総合センターにて行なわれた「第 22 回東
日本区大会」に参加してきました！山田会長
は代議委員会出席のため先発隊として会場
で待ち、メンバーは稲葉・梅原・浦頭・榎本・
金子・久保田・齋藤・佐藤・鈴木・古田 10
名が伊東からレンタカーで向かう予定でした。が、なんと鬼軍曹浦頭 Ys は、我々には明かせない理
由による腰痛で、椅子には長時間座れないと宣言し、まさかの電車での現地集合。途中、海老名 SA
にて早めの昼食をとり、途中下車の佐藤・齋藤 Ys を神宮球場で降ろして無事に到着。山田会長・浦
頭 Ys と合流し、いざ区大会へ！バナーセレモニーでは山田会長の勇姿を目に焼付け、記念講演では、
オバマ前大統領広島訪問の際に抱擁を交わした、森重昭さんの講演を聞き、改めて森さんが真実を知
りたかった事、平和についての思いをお聞きしました。晩餐会では普段なかなかお会い出来ない皆さ
んと色々なお話をし、大いに盛り上がりました。二次会には下田クラブの土屋誠 Ys も参加して頂き、
楽しい話ができました。ここで解散し、齋藤 Ys の号令の下、稲葉・佐藤・金子の 4 人で青少年健全
育成の参考にと、若者の行動をチェック（笑）するために渋谷へ…大変参考になりました。2 日目は
表彰の舞台で鬼軍曹に敬礼する山田会長の凛々しい姿を目に焼付けてから出発。みんなで靖国神社に
参拝。さらに赤坂迎賓館見学と、さながらの東京プチ旅行を存分に楽しみました。赤坂で浦頭 Ys と
お別れし帰路へ。来年は十勝か〜 … 行けるように頑張ります（笑）東日本区大会お疲れ様でした！

榎本 博
あ 5/19(日)富士山部第 3 回役員会/評議会＋次期クラブ役員研修会が
熱海 YMCA センターで開催。出席者は稲葉 Ys(次期 A 副会長)・牛田
Ys（次期富士山部会計）
・久保田 Ys(C 副会長/次期会長)と私(副書記/
次期 C 副会長)の 4 名。役員会/評議会では、富士山部部長の渡邉実帆
Ys が東日本区の現勢など活動報告をされた。各事業主査・久保田エク
ステンション委員長・各クラブ会長より後期の事業報告。今期富士山部 CS 基金として伊東クラブへ
は￥50000-が CS 活動費として配分された。議案審議では 2018 年度会計の決算見込みの状況報
告、次期富士山部役員の承認、富士山部部則の改訂が承認された。次期クラブ役員研修会では、次期
富士山部部長：長田俊児 Ys(下田)より方針・役員紹介がされ、各事業主査・各クラブ会長も主題/方
針を発表。書記・会計より連絡事項がされ 17：00 に全てを終えた。次年度もいよいよ動き始めた。
副書記
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5/13(月)

伊東市社会福祉協議会へプルタブ/エコキャップ寄贈
山田会長・菊間 CS 委員長・久保田・榎本

5/18(土)

宇都宮クラブ 40 周年記念例会 会場：宇都宮美術館 講義室

5/19(日)

富士山部 第 3 回役員会/評議会＋次期クラブ役員研修会
出席：稲葉・牛田・榎本・金子・久保田 計 5 名
※富士山部より…2018 年度ＣＳ基金（ＣＳ活動費）として
※富士山部より…￥50000-を頂きました（6 月例会で報告）

5/23(木)

合同運営委員会（2018+2019 年度）開催
会場：居酒屋 板八 開会：18：30
出席：山田会長・浅倉・稲葉・浦頭・榎本・金子・菊間
出席：久保田・齋藤・佐藤・杉本・鈴木・古田・山本 計 14 名

5/24(金)

東日本区会員増強推進委員会（仮称）開催 出席：榎本

5/26(日)

第 23 回「伊東市ごみゼロ運動クリーン作戦」参加
実施場所：亀石峠
参加：菊間 CS 委員長・稲葉・梅原・浦頭・榎本・金子
参加：久保田・齋藤・佐藤・古田 計 10 名

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
参加：山田会長・稲葉・梅原・浦頭・榎本・金子・久保田
参者：齋藤・佐藤・鈴木・古田 計 11 名

6/8(土)

第 22 回山梨 YMCA
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

7/7(日)

第 64 回松川タライ乗り競走 開催
お払いレース出艇（前年度団体戦優勝チームの為）
団体戦レース参加：乗船メンバー選抜中

7/8(月)

7 月例会 下田クラブと合同例会開催
会場：暖香園ボウル 2F バンケット 受付：18：00～

★親睦委員会…親睦旅行を検討しましたが次年度へ見送りとします
★ＣＳ委員会…社会福祉協議会へプルタブ/エコキャップ寄贈しました
★ＣＳ委員会…プルタブ：21kg エコキャップ：97kg
★ＣＳ委員会…「ごみゼロ運動クリーン作戦」ご協力ありがとうございました
★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
●東日本区大会参加の諸費としてファンドより￥50000-拠出 承認

5/14（火）下田クラブ 牛田俊夫君
5 月例会報告

と
き・・・・・7 月 8 日(月)
受
付・・・・・牛田 俊夫君
ビジター受付・・・・梅原 敬二君
司
会・・・・・杉本 隆夫君
開会の言葉・・・・・齋藤 福男君
ワイズの信条・・・・菊間 利夫君
食前の感謝・・・・・山田 光彦君
閉会の言葉・・・・・佐藤
諭君

博君
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
1名

コ メ ッ ト
ゲ ス ト
ビ ジ タ ー
出席者総数

0名
4名
8名
29 名

当月

出 席 者
メネット

17 名
0名

出

77％
0名

当月

席

榎本

5/13(月)第 513 回 5 月例会は伊東クラ
ブ初の試みで、会場を「旅乃家 宇佐美温
泉 海ホテル」に移し 18：30 定刻通り
に始まった。梅原 Ys の開会の言葉。稲
葉 Ys のワイズの信条。一同でのワイズ
ソング斉唱。山田会長は挨拶で「会長職
も残りわずかとなったが、最後まで皆さ
んの協力を頂きたい」とお願いした。ビ
ジターは、熱海クラブより杉山伸也 Ys・
下田クラブより清野大樹 Ys・御殿場クラ
ブからは若林久美子会長とコメットの美
菜子ちゃんと慶治くん、副会長の芹沢次
子 Ys、次期会長の高橋啓子 Ys が参加し
てくれた。例会としては通常通りだが、
例会後にＢＢＱで懇親を深めようという
企画。この企画を実現させる為に 1 月か
ら海ホテルと交渉を重ね、四役会で練り、
運営委員会で承認をとり開催できた。会
場の「海ホテル アンカーテラス」にはス
ケートボードのランプ（ハーフパイプ）
があり浅倉 Ys など経験者が近所の子供
達に混じり滑っていた ^^♪ 今期作成し
たクラブジャンパーのお披露目もこの例
会でできた（ビジターに好評）また、怪
我で療養中の堀口正作 Ys が正敏くん（長
男）純子夫妻（次女）の同伴で途中より
参加してくれた。久しぶりに会うメンバ
ーも多く、冗談混じりに笑顔で接してい
た。堀口 Ys の回復を皆が願っている！
割愛予定の「私のコーナー」であったが、
ツッコミがいのある古田 Ys が担当であ
ったので、近況報告（彼女の話）で盛り
上がった…笑 出席率・スマイル報告・山
本 Ys の閉会の言葉・閉会点鍾で例会＋
BBQ は終了した。 記：榎本（司会代行）

率

メーキャップ

24000 円

累計

東日本区・富士山部
345000 円

ＹＭＣＡ基金
当月

円

累計

円

ＢＦ基金(切手)

当月
5 月例会出席率 77％
【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】
評 価

pt

5/25(土)熱海 YMCA 総会
出席：牛田・久保田

副委員長：野村慶和 委員：浦頭 薫・榎本 博・古田耕司
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