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会長：久保田康正

直前会長：山田光彦 次期会長：久保田康正 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

““ TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT ”
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 ”

THE SERVICE CLUB OF THE Y.M.C.A
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Ｃ副会長：榎本

博

2019 年度

月

伊東ワイズメンズクラブ
CHARTERED

Vol.523

OCT.４.１９７６

発行：2020/3/4

わたしのもとに来る人を、わたしは決して追い出さない。
ヨハネによる福音書 6 章 37 節

日
会
受
司

時…3 月 9 日(月) 18：30～21：00
場…暖香園 ル･オール会議室（2 階）
付…齋藤福男君・杉本隆夫君（会計）
会…山田光彦君

・開会点鐘
会長 久保田康正君
・開会の言葉
浦頭
薫君
・ワイズの信条
稲葉富士憲君
・ワイズソング
一
同
・会長挨拶
会長 久保田康正君
・ゲスト／ビジター紹介
会長 久保田康正君
・書記報告
書記 浅倉 秀行君
・誕生/結婚祝
親睦委員会
・会食（食前の感謝）
古田 耕司君
・スマイル
親睦委員会
・委員会報告
各委員会
・卓話 演題「伊東を取り巻く観光について」山下 弘之氏
・私のコーナー
浅倉 秀行君
・出席率／スマイル報告
担当委員会
・閉会の言葉
梅原 敬二君
・閉会点鐘
会長 久保田康正君

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 古田耕司
あ 2/15（土）16（日）我が伊東クラブの三
大事業の一つ「YMCA 青少年スキー教室」に
小中学生を引率し、総勢 76 名で山梨県のサ
ンメドウズ清里スキー場へ行ってきました。
行きのバスの中は早朝より親元を離れた子供
達の元気な声が溢れ、道中はさながら修学旅
行気分 ^^♪ さしずめメンバーは付き添いの
先生といったところだ。4 時間半のバス旅を終え羽村市自然休暇村に到着。昼食後ゲレンデへ向かう。
子供達 63 名＋1 名はこの旅のメインである「インストラクターによるスキースクール」を 2 時間受
けてもらう。初心者も居るがそれぞれのスピードで上達し、滑れる様になっていく。プラス 1 名（初
スキーのメンバー）も必死に食らいついている！しかし…2 日目はスキーを履かなかった事には触れ
ないでおこう 笑 今回のスキー教室で子供達の成長と共に初委員長としての自分も少し成長したので
はなかろうか。と次年度（2 期目）への期待が膨らんだワイズメン 3 年目の春となりました。

山田睦子（山田光彦 Ys メネット） スキー教室のお手伝いとして参加させていただいて今回で 3 回目
となりました。普段旅行する機会のない我が家ではこのスキー教室が唯一の旅行です。初めて参加し
た時は何十年ぶりかのスキーで滑れるのか不安はありましたが、なんとか滑ることができました。参
加した子供達は、初め滑る事の出来ない子でも２日目には楽しそうに滑走していて上達が早く驚きま
す。今回…友達の子供が参加したのですが両親がいないお泊りで親も子も不安だったみたいですが帰
宅した子供が楽しそうに話す様子で安心したようです。メンバーの皆さんは準備から大変だと思いま
すが、いい経験のできるイベントだと思います。夜の反省会という飲み会もきちんと反省しお酒も入
り会話も増え楽しかったです。筋肉痛は２日後でした。皆さんお疲れさまでした。
金子雅子（金子正樹 Ys メネット） 20 年以上スキーを履いていなかったので、大変心配ではありまし
たが、楽しく滑ることができました。反省点の 8 割が、初日の昼弁当の内容だったので、平和だな～
（笑）って思いました。お土産も沢山買って、美味しく頂きました。楽しい 2 日間でした。ありがと
うございました。

加藤真裕美（看護師）
あドキドキ・ワクワクしながらスキー教室の日を迎えました。スキー場で救護をするのだからと、生
涯初めてのスキーに挑戦する事にしました。が…靴の履き方から苦戦しました。グループ分けがされ
中学生の男児と 4 人のグループでしたが、なぜかインストラクターとマンツーマンの状況になり「下
を向かない！力を抜いて！」など檄が飛び、何度転んでも起こされて、怖くて気も力も抜けず疲れ果
てて終了しました。気づくと古田委員長や浦頭 Ys が見守っていてくれました。これでは私が救護さ
れると実感し 2 日目のスキーは断念しようと思いました。悪戦苦闘していた自分に比べ、子供達は上
達が早く羨ましかったです。翌 16 日はあいにくの雨でしたが合間をみてフリースキーを楽しみまし
た。2 日間共に子供たちの健康状態は良好で怪我もなく車中も楽しく過ごし、皆が笑顔で帰って行き
ました。メンバー・メネットの皆さん本当にお疲れ様でした。お世話になり有難うございました。
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次々期会長 稲葉富士憲
あ 2 月 15 日、スキー教室
の巡回の途中で本部による
と、久保田会長と山田直前
会長が近寄って来た。
「爺来
た。飲むよ」ボソッと会長
がつぶやく。日頃からメン
バーの声を聴き、様々な気配りをしている会長。
とうとう堀口さんの霊の声が聞こえるようになっ
たかと、こぼれそうになる涙をこらえるために下
を向く。すると、良かった、との会長の声。何の
ことだろうと不思議に思っていると、次々期会長
を引き受けてくれてありがとう、と続く。そうか
「爺来た。飲むよ」じゃなかった。
「次々期、頼む
よ」だったのだ。ウィスキーが好きだった堀口さ
んに背中を押され、次々期会長を引き受けます。

次々期会長・・・稲葉富士憲（2021 年度）
Ａグループ（担当副会長：稲葉富士憲）

・プログラム/ドライバー委員長 齋藤 福男
・会報/ＩＴ/広報委員長
浅倉 秀行
・親睦委員長
金子 正樹
Ｂグループ（担当副会長：榎本
・YMCA 青少年事業委員長
・ＢＦ/ＩＢＣ委員長
・ＣＳ委員長
・EMC/会員選考/訪問委員長
・文献管理/会則研究委員長

博）
古田 耕司
野村 慶和
山田 光彦
榎本
博
榎本
博

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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ＥＭＣ/会員選考/訪問委員会 委員長 梅原敬二

あ今回のセミナーは、テーマをしぼり「ワイワイ談
議」的に誰もが意見を言えるような場にしたいと考
えました。伊東クラブでは、2008 年度 2 月例会
より例会プログラムに EMC セミナーを取り入れ
る様になりました。この年度は富士山部部長に田辺
寛司 Ys＋役員として他 3 名・東日本区会員増強事
業主任には久保田康正 Ys が就任されていました。
在籍者数 39 名・出席率も 100％が普通でした。
現在はといえば、在籍者数 24 名（内広義会員 5
名）
・出席率 70～80％（メーキャップ無し）この
現状をどう考えますか…？ と問われたら皆さんは、どう答えますか？ 何て答えれば良いのか迷いま
すよね… こんな話し合いが出来ればと思った訳です。下記に一部を記載しましたので読んで頂ければ
と思います。課題はいくつもあります… 今年度中にもう一度「ワイワイ談議」をやりたいと思案中。

25.5
●1 年間の事業 / 活動 / 親睦において
・委員会が開催されていない（各委員会共通）→ 会員数減少で致し方ないところもある…
・委員会どころか例会への出席率も悪い → 欠席連絡すら無い（会員としての自覚が無い・会費の未納もある）
●例会において（プログラム / 卓話 / 会場など）
・メンバーが行う卓話も良いのでは… ・クラブ事業に関係する行政の卓話も取り入れる
・スキル UP/レベル UP につながる卓話者を呼びたい（但し…顔も広くないと依頼もできない・ルートを探す）
・委員会予算を調整のうえ有名人/著名人に依頼する（リクエストの受付・梅原 Ys 親戚：松坂桃李さんなど）
●東日本区大会参加 / DBC 交流 / 他クラブ訪問（メーキャップ）
・日数的/金銭的な問題もある ・翌週の西日本区大会にも参加というのは厳しい ・親睦旅行を兼ねて行く
・会員であるいじょう出席（体験）して欲しい ・年に 1 度は他クラブ訪問もして欲しい
●会員増強 / その他（何でも）
・広義会員への今後の対応/出席率の低い会員への対応 → 担当委員会（執行部/紹介者）で対応する
・連続で欠席していると来にくくなる ・会員増強の意識を個々が持たなければ会員増強にはつながらない
・クラブを立て直すには会員増強と維持/啓発が必須 ・会員候補者もあるので見学者として例会出席してもらう
上記以上に意見も出たが、書ききれない/書けない事も多くある。今後もこの様な機会は必要だと感じたワイワイ談議でした。
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2/15(土)・16(日)

YMCA 青少年スキー教室 開催 参加者：63 名
会場：サンメドウズ清里スキー場
宿泊：羽村市自然休暇村

2/18(火)

熱海 YMCA 理事運営委員会

2/19(水)

YMCA 青少年スキー教室 伊豆新聞に掲載されました
四役会終了後、使用済み古切手の整理

2/22(土)

伊東市少年少女合唱団 助成金贈呈
久保田会長・稲葉 A 副会長

3/4(水)

change！2022 推進委員会 新型コロナの為、中止

3/7(土)・8(日)

次期クラブ会長・部役員研修会

3/9(月)

3 月例会 終了後 懇親会＋スキー教室反省会
会場：KEN

3/23(月)・26(木)

学校施設管理指導員 研修会 出席：久保田会長

4/26(日)

伊東市少年少女合唱団 第 43 回発表会
会場：伊東市観光会館

6/6(土)・7(日)

第 23 回東日本区大会（北海道十勝の国：帯広市）
出席予定 4 名

6/13(土)・14(日)

第 23 回西日本区大会（滋賀県大津市）

出席：久保田/牛田両理事

新型コロナの為、中止

★プロ/ドラ委員会…3 月例会 卓話者：山下弘之氏 紹介者：鈴木

敦 Ys

★会報/広報/ＩＴ委員会…スキー教室増刊号発行（A3 両面）
★親睦委員会…3 月例会終了後 懇親会開催 会場：KEN
★YMCA 青少年事業委員会…3 月例会終了後 懇親会に兼ねて
★YMCA 青少年事業委員会…スキー教室反省会を行います
●次々期会長：稲葉富士憲 Ys・2020 年度委員長 承認

2 月はＴＯＦ例会（クラブ例会で食事を
抜き、その金額相当分を国際協会に献金
する）でした。プログラムを一部変更し
「ＥＭＣセミナー」を開催。例会会場を
KEN に移動して行われました。司会進
行は私、久保田会長の開会点鐘。鈴木 Ys
の開会の言葉とワイズの信条。ワイズソ
ングと続きました。浅倉書記の書記報告
後、各委員会報告。稲葉親睦委員長（代
理）の誕生祝い・結婚祝い・そしてスマ
イル･スマイルと進みます。今週末に迫っ
た大事業（YMCA 青少年スキー教室）の
全体会議。古田青少年委員長が出張（長
野）で欠席のため、浅倉書記が代行。
（充
分な打ち合わせができました）そのあと
は、お待ちかね？の梅原ＥＭＣ委員長に
よるセミナーへと移っていきました。い
くつかの議題に沿って一人一人から意見
を求めます。かつて行った（ワイワイ談
議のように）お話合いの始まりです。①
1 年間の事業/活動/親睦において②例会
において（プログラム/卓話/会場など）
③会員増強についてなど… 出席メンバ
ーが少ない中でも、いろいろ活発な意見
が飛び交いました。
（やはりワイワイ感は
いいですネ！）そうこうしているうちに
1 時間 30 分が経ち終了の時間です。ド
ライバー委員会・親睦委員会による出席
率・スマイル報告。榎本 Ys の閉会の言
葉。久保田会長による閉会点鐘にて第
522 回 2 月例会は幕を閉じました。
お疲れ様でした！
記：齋藤福男

卓話者紹介

と
き・・・・4 月 13 日(月)
受
付・・・・・野村 慶和君
司
会・・・・・榎本
博君
開会の言葉・・・・・稲葉富士憲君
ワイズの信条・・・・古田 耕司君
食前の感謝・・・・・鈴木
敦君
私のコーナー・・・・金子 正樹君
閉会の言葉・・・・・山本
健君

山下弘之 氏（紹介者：鈴木 敦 Ys）
演題「伊東を取り巻く観光について」
・伊東市役所 奉職
・伊東市観光協会 専務理事
・東海館 館長
他クラブ訪問
2/19（水）下田クラブ 牛田俊夫 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
5名
0名
13 名
0名

スマイル報告

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

2 月例会出席率 72％

0名
0名
0名
13 名

当月

72％
0名

当月

23.000 円

累計

東日本区・富士山部
238.000 円

ＹＭＣＡ基金
当月

円

累計

円

ＢＦ基金(切手)
kg

累計

熱海ＹＭＣＡ報告
kg

ＢＦ現金
当月

pt

累計

【強調月間】
メネット

pt

3/6(金) 理事運営委員会
新型コロナの為、中止
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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

