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“ Building today a better tomorrow ”
（より良い明日のために今日を築く）

2019 年度

博

“ Action ”

会長：久保田康正 直前会長：山田光彦 次期会長：内山雅裕 Ａ副会長：稲葉富士憲 Ｂ副会長：浦頭 薫
書記：浅倉秀行 副書記：牛田俊夫 会計：杉本隆夫 幹事：山田光彦・齋藤福男

“ Smile3 ”
【スマイル・スマイル・スマイル】
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 ”

Ｃ副会長：榎本
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伊東ワイズメンズクラブ

“ 勇気ある変革、愛ある行動！”

Nov.23.１９７６

“ 共に歩もう、素晴らしきワイズ！ ”
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求めよ、そうすれば、与えられるであろう。
マタイによる福音書 7 章 7 節
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12 月 9 日（月）18：00 ～ 18：20
暖香園ボウル サンテラス
古田耕司君・杉本隆夫君（会計）
鈴木 敦君

・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
・書記報告
・委員会報告
・出席率
・閉会の言葉
・閉会点鐘

会長 久保田康正君
山本
健君
鈴木
敦君
一
同
会長 久保田康正君
書記 浅倉 秀行君
各委員会
担当委員会
牛田 俊夫君
会長 久保田康正君

メンバー該当者なし

クリスマス家族会
会場:サンテラス 受付:18：30～ 開宴:18：45～2h

・開会の言葉
・会長挨拶・Ｇ/Ｖ紹介
・食前の感謝・乾杯
・誕生/結婚祝
・ゲーム
・福引/他
・閉会の言葉

Ａ副会長 稲葉富士憲君
会長 久保田康正君
直前会長 山田 光彦君
親睦委員会
担当委員会
担当委員会
次期会長 久保田康正君
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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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あ秋晴れの 11/16（土）
「第 18 回ワイズ杯ドッジボール大会」が伊東市民体育センターにて開催され
ました。14 名のメンバーと静岡県ドッジボール協会 3 名（主審）にて全員が役割を持つ「ONE TEAM」
での大会です。CS 委員会の事業の中では 1 番の事業となるドッジボール大会は準備の段階から、やる
事がとにかく多い
久保田会長にも手伝っていただき、各学校へ参加のお願いに回り、集約・対戦表
つくりと、初めての経験ばかりでバタバタしてしまいましたが、5・6 年生 16 チーム・4 年生以下 16
チーム、計 435 名と前年を上回る参加者数でした。初めての司会進行…会長挨拶から始まり、高橋教
育長のご挨拶、優勝カップ返還、前年度優勝校：東小学校 小西佑昌くんの選手宣誓、ルール説明、ラ
ジオ体操と進み、いよいよ熱い戦いが！ 今年も B コートで副審を務めさせていただき、やっぱりジャ
ッジの難しさを感じました。一生懸命プレーしている選手を間近に見られる嬉しさも感じられました。
表彰後、山本理事長による講評、浦頭 B 副会長の閉会の言葉で事故やケガもなく無事終了！委員長とし
てホッとしております。今年度は試合時間が 5 分となったため、閉会時間が予定より遅くなってしまい
メンバーの皆さんには負担を多く掛けてしまい申し訳なく思います。反省点などは次年度に引継ぎ、改
善していきたいです。メンバーの皆さん、ご協力ありがとうございました。お疲れさまでした！

5・6 年生

優

勝

4 年生以下

旭ＳＹＫ

優

準優勝

旭モンスターズ

準優勝

大池イナズマナイト

3 位

チャレンジャーズ

3 位

池っ子ファイターズ

3 位

神ってる物見ヶ丘ハンパないって

※今年度は 3 ブロックの 1 位チームが決勝リーグへ進出
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勝

八幡野ゴールデンイーグルス
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（紹介者：浦頭

薫）

あ新入会員の加藤真裕美と申します。私は、浦頭 薫さんと同じ
職場にいたご縁で 8 月に行われたＹＭＣＡ青少年キャンプ教室
で救護のボランティアに誘われたのがワイズを知るきっかけと
なりました。元々、養護施設に勤めていて子供との関わりは自分
も元気になれるので大好きでした。純粋な子供達とワイズのメン
バーの明るさ、優しさがとても心地よく過ごすことができまし
た。それがきっかけで１１月に入会させていただきましたが、年
齢的に…体力・気力が続けられるか？やや問題です。今は、週に２日ほど有料老人ホームで看護師とし
て、社会参加させていただいている年金生活者です。他のボランティアとして市街や小室山の花壇・ポ
ットに花を植えたりする会に所属しています。家族はマルチーズのリン君と二人暮らし。気が向いたら
旅行やショッピングを楽しんでいる日々です。今後共、ご指導よろしくお願い致します。
浦頭 薫
あ 10 月 11 日(金) 令和元年度「伊東の海
岸を守る会」海岸清掃活動へ、久保田会長・
稲葉 Ys・金子 Ys と私の４名で参加して来
ました。天候は曇り、少し肌寒い朝。台風
の接近により海岸は強風で頭髪、ん？いや
身体ごと飛ばされそうになりながらビニー
ル袋とトングを持ち、ゴミの吹き溜まりを
見つけては黙々と拾い、場所を変えてはまた拾い、そんな時ふと…！ミレーの「落穂拾い」を思い出し
ていた。あぁ～ここは田畑ではなかったか（笑）気が付くとバラバラになっていたメンバーがいつの間
にか集結していた。久保田会長の指揮下に入り、私たち３名、今度は熊手に持ち換え手分けをしてまた
黙々とゴミを掻き集めるのでした。収集したゴミはコンビニのおにぎりのセロハンやティッシュペーパ
ーが多く、ロマンのある代物は見当たりませんでした (>_<) １時間ほどで清掃活動は終了し各団体とも
に解散となりました。皆さんお疲れ様でした！追記：稲葉 Ys は
を意識する癖がまだ抜けていませんでした。笑
Ｂ副会長

熱海ＹＭＣＡ理事 久保田康正
あ 11/30( 土) 熱海起雲閣音楽サロンにおいて 熱 海
YMCA 中学生英語スピーチコンテストが開催されまし
た。今回は残念ながら伊東からの参加者がなく熱海・
沼津・三島・下田よりの 19 名の参加となりました。
当日は伊東を 10：30 に出発 11：00 より準備をし 12：30 に開会。はじめに森理事長の挨拶 YMCA
とワイズの関係を話され熱海 YMCA は夏のキャンプ教室、秋のドッジボール大会、冬のスキー教室を
開催されているがワイズメンがボランティアで運営し子供たちの笑顔を励みに活動しているとの話を
し審査委員長：土屋恒夫（下田クラブ）様よりルール説明があり暗唱の部 10 組、自作の部 9 組の発表
者は身振り手振りをし英語の分からない私でも楽しく聞く事が出来ました。来年は伊東の子供たちにも
参加してもらいたいと思います。優勝者は次の通りです。暗唱の部 1 年梅澤柚月・高坂徠組（熱海市立
泉中学校）2 年加藤尚美（熱海市立熱海中学）3 年ドン・チーラン（加藤学園暁秀中学）自作の部 1 年
渡辺晃平・中村和未組（熱海市立熱海中学）2 年高橋あおい（三島市立南中学校）3 年猪ノ原みつき

久保田康正
あ 11/27(金)伊東地区保護司会として「社会を明るくする運動作文コンクー
ル」の表彰で池小学校を訪問。その時「ワイズ杯ドッジボール大会」の表彰も
執り行うので全校生徒の前で表彰して欲しいとの事でした。4 年生以下のチー
ムキャプテン・副キャプテンに表彰状とトロフィーを授与。次年度の励みにな
ったのではと思います。小規模校ながら子供達のまとまりがよく感動しました。
会長
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令和 1 年 11 月 11 日の良き日に 11
月例会が開催されました。梅原敬二
Ys の司会で始まり、開会の言葉は山
11/22(金) ＥＭＣセミナー：わいわい談議 開催
田光彦 Ys でしたが遅くなるとの事
会場：暖香園ボウル中 2 階特別会議室 19：00～
で、プロ/ドラ委員長の鈴木 敦 Ys
出席者：久保田会長・浅倉・稲葉・牛田・梅原・榎本・金子
が代打し、ワイズの信条と連続で行
出席者：齋藤・杉本・鈴木・野村・古田・山田・計 13 名
いました。久保田会長挨拶、ゲスト/
11/30(土) 第 34 回熱海ＹＭＣＡ中学生英語スピーチコンテスト 開催
ビジターの紹介と続き、この良き日
会場：起雲閣（熱海） 出席者：久保田理事・牛田理事
に加藤真裕美 Ys の入会式が東日本
12/4(水)
Change！2022 推進委員会（東日本区事務所）出席者：榎本
区会員増強事業主任の札埜慶一 Ys
と富士山部会員増強事業主査の青木
12/9(月)
12 月例会（短縮）＆ クリスマス会
利治 Ys が立会人となり、祝福の挨拶
会場：暖香園ボウル サンテラス 例会受付 17：30～
を頂き入会式は厳粛に執り行われま
12/10(火) 沼津クラブ 12 月例会 BF 代表後援
した。野村慶和 Ys の食前の感謝、乾
会場：ニューウエルサンピア沼津 登録料￥1000杯の発声は直前会長の山田光彦 Ys
12/14(土) 第 23 回あずさ部 部大会 開催 会場：梅風閣（松本市深志三丁目） が行いました。委員会報告では青少
登録料：￥6000年委員長の古田耕司 Ys から 2 月開
催のスキー教室の概要説明とメンバ
伊豆新聞掲載 新年特別号「新春紙上名刺交換」
2020 年
ー用の申込書が配布されました。ま
1/1(水)
会長：久保田康正 メンバー一同
た各小学校には 11/13（水）に配布
1/10(金)
後期半年報 提出（クラブ → 富士山部会員増強事業主査）
すると報告がありました。親睦委員
1/12(日)
伊東市令和 2 年成人式 式典協力 会場：伊東市観光会館
会からはクリスマス会のアンケート
式典出席：久保田会長 式典協力：浦頭・榎本・金子・古田（予定） の依頼、金子正樹 CS 委員長からは
1/13(月)
1 月例会 富士山部部長公式訪問 伊東市青年会議所 新年度挨拶
ドッジボール大会の全体会を例会後
に行いますとお願いがありました。
1/15(水)
国際役員投票 1/31(金)スイス必着
私のコーナーでは齋藤福男 Ys が会
1/25(土)
富士山部 第 2 回役員会/評議会 会場：熱海 YMCA センター
長就任時（2017 年度）のＣＶＡよ
★プログラム/ドライバー委員会…12/10(火)沼津クラブ 12 月例会
り取材要請がありその様子のビデオ
★プログラム/ドライバー委員会…卓話者：比奈地康晴 BF 代表（東京クラブ）
が放送されました。古田耕司 Ys の閉
★プログラム/ドライバー委員会…演題「BF アフリカの旅」
会の言葉で短縮例会は終了しまし
★YMCA 青少年事業委員会…2/15(土)16(日) YMCA 青少年スキー教室 開催
た。続いてドッジボール大会の全体
★ＣＳ委員会…第 18 回ドッジボール大会 反省会 開催 12/20 頃予定
会が開催され、参加メンバーの役割
●加藤真裕美 Ys 所属委員会：YMCA 青少年事業委員会
分担か発表されました。また、次期
●第 18 回ドッジボール大会 収支報告 承認
会長についての議題が始まり何とか
●年賀広告 伊豆新聞・ＣＶＡ・ＩＫＣ 例年通り掲載 承認
無事終わりました。 記：牛田俊夫
次回 四役会：12/26(木)18：30～ 運営委員会：12/26(木)19：00～
11/16(土)

第 18 回ワイズ杯ドッジボール大会 開催 出席メンバー数：14 名
参加チーム数：32 チーム 参加者数：435 名 静ドッジ協：3 名

訃報

藤井銀次郎 Ys（熱海グローリークラブ）11/14(木)ご逝去 93 歳
1968 年 熱海ワイズメンズクラブ入会
1984 年 熱海グローリークラブ設立 チャーターメンバー
1985 年 富士山部 第 8 代部長
同年度：奈良 傳 賞 受賞
2006 年 熱海グローリークラブ 第 23 代会長
51 年間、クラブ運営・会員増強・他クラブ訪問など積極的に取組み
クラブにおいては良き先輩であり良き兄でもありました。そして、
誰にでも分け隔てなく誠実で尊敬されるワイズメンでありました。
※熱海 G クラブ勝又隆吉会長 弔辞より抜粋 謹んでお悔やみ申し上げます。
他クラブ訪問
11/20(水) 下田クラブ 牛田俊夫君
11/24(日) 熱海クラブ（台中・京都パレス・東京グリーンクラブ）
久保田康正君 梅原敬二君 榎本 博君 金子正樹君 山田光彦君

と
き・・・・1 月 13 日(月)
受
付・・・・牛田 俊夫君
司
会・・・・金子 正樹君
開会の言葉・・・・梅原 敬二君
ワイズの信条・・・杉本 隆夫君
食前の感謝・・・・稲葉富士憲君
1 分間スピーチ・・一
同
閉会の言葉・・・・久保田康正君
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11 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
1名
5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

11 月例会出席率 83％

11 月例会スマイル報告
0名
0名
9名
24 名
83％
0名

当月

33000 円

累計

東日本区・富士山部

157000 円

ＹＭＣＡ基金
当月

円

累計

円

ＢＦ基金(切手)
当月

kg

累計

熱海ＹＭＣＡ 連絡/報告
kg

ＢＦ現金
当月

pt

累計

【強調月間】
ＥＭＣ-ＭＣ

pt

1/9(金)新年理事運営委員会
出席：久保田理事・牛田理事
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【会報/ＩＴ/広報委員会】委員長：齋藤福男

副委員長：牛田俊夫
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委員：安藤真範・杉本隆夫・山本 健

