会長：榎本 博 直前会長：杉本隆夫 次期会長：飯島唯志 Ａ副会長：梅原敬二 Ｂ副会長：山田光彦 Ｃ副会長：堀崎龍夫
書記：内山雅裕 副書記：正木 薫 会計：佐藤 諭 幹事：佐藤 諭・稲葉富士憲・牛田俊夫

会長主題 【 すべては
すべては一
一つ 】 “ We are all one ”

“ TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT ”
標語
標語（
（国際
国際）＝
）＝
）＝Motto “ 強い義務感
義務感を
を持とう 義務
義務はすべての
はすべての
はすべての権利
権利
権利に
に伴う ”

THE Y’S MEN’S CLUB OF ITO

THE SERVICE CLUB OF THE Y.M.C.A
AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’SMEN’S CLUBS

2015

国際会長:
国際会長: Wichian Boonmapajorn（
Boonmapajorn（タイ）
タイ）
“Mission with Faith”
アジア会長
アジア会長:
K.W.Ong（シンガポール）
シンガポール）
会長: Edward K.W.Ong（
“Through Love Serve”
東日本区理事:
隆（甲府クラブ
東日本区理事: 渡 辺
隆（甲府クラブ）
クラブ）
CHARTERED
OCT.４
４.１９７６
１９７６

8

“原点に立って、未来へステップ”

富士山部部長:
富士山部部長: 久保田康正（伊東クラブ）
久保田康正（伊東クラブ）
“みんなで参加！ みんなで奉仕！”

40th
Anniversary

今月の聖句
今月の聖句
酒に酔ってはいけない。それは乱交のもとである。むしろ御霊に満たされて詩とさ
んびと霊の歌とを持って語り合い、主にむかって心からさんびの歌を歌いなさい
エペソ人への手紙 第５章 第１８節～第１９節

メイン写真

佃伊東市長へ
佃伊東市長へ表敬訪問
７月９日、佃市長の元へ表敬訪問に行ってきました。
４０周年の PR 等を行ってきました。
8 月例会プログラム
月例会プログラム 第 468 回
日 時･･･8 月 6 日(木)18：30～21：00
会 場･･･暖香園 ル・オール会議室
受 付･･･飯島唯志君
司 会･･･堀崎龍夫君
・点 鐘
会長 榎本 博君
・開会の言葉
菅野政典君
・ワイズの信条
鈴木 敦君
・ワイズソング
一
同
・会長挨拶
会長 榎本 博君
・ゲスト・ビジター紹介
会長 榎本 博君
・書記報告
書記 内山雅裕君
・誕生・結婚祝
親睦委員会
・食事(食前の感謝)
稲葉富士憲君
・スマイル
親睦委員会
・委員会報告
各委員会
・キャンプ教室打ち合わせ
青少年委員会
・私のコーナー
正木 薫君
・出席率・スマイル報告
担当委員会
・閉会の言葉
梅原敬二君
・点 鐘
会長 榎本 博君

Congratulations！
Congratulations！
8 月お誕生日
１日 田辺寛司君
４日 菅野政典君
３０日 野村慶和君
メネット
４日 山田睦子さん

８月結婚記念日
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
クラブ事務所：〒
事務所：〒414
：〒414414-0033 静岡県伊東市馬場町１
静岡県伊東市馬場町１丁目１
丁目１番２号(YMCA 伊東センター
伊東センター)TEL
センター)TEL：
)TEL：05570557-3636-2442

富士山部
第 1 回役員会・
回役員会・評議会

伊東クラブ
伊東クラブ初例会
クラブ初例会・
初例会・入会式

会報委員長
飯島 唯志
7 月 12 日(日)、暖香園ル・オール会議室にて伊東クラブ
富士山部役員会・評議会の翌日 7 月 13 日、2015 年度伊
をホストとし、富士山部第 1 回役員会・評議会が開かれま 東クラブの初例会が行われました。
した。13:00 より役員会、14:30 より評議会がそれぞれ行 内山書記と揃いの黒いシャツ・スーツに身を包んだ第 40
われました。役員会では各種報告、審議事項、連絡事項な 代榎本会長からは「すべては一つ」のスローガンでベテラ
どが話し合われた模様。
ンの先輩方、バイタリティの若手とで We are All One のチ
ちょい押し気味で評議会に移り久保田部長の開会点鐘、 ームとなって事業・活動、そして今後のワイズを考えてい
榎本伊東クラブ会長の開会の言葉に続いて報告事項より こうよ！と熱いメッセージが発せられ、改めて富士山部そ
すすめられていきました。代議員会報告、東日本区役員会 して伊東クラブの熱気とパワーをお伝え出来た初例会だっ
報告（前日の 7 月 11 日だったため議事録はなし）
、前期半 たのではないでしょうか？
年報の報告が行われた後、各事業主査、各委員、各クラブ
みなさんもご存じ
会長より活動方針の発表がなされました。
の通り、この初例会
審議事項では定足数の
において伊東クラブ
確認のあと前年度の第 3
初となる女性会員を
回評議会にて提出された
含む 2 名の入会式が
予算案の訂正についての
行われました。沼津
承認の件、部長・事業主
クラブ渡辺実帆 Y’s
査・各クラブ会長方針案
の歌う Amazing Grace
の承認が行われ、承認さ
に導かれ入場。入会の
れました。連絡事項では
儀式が執り行われ、
今後の部会・役員会の予
渡辺隆東日本区理事よりバッジを受け、ワイズの仲間入り
定が確認されました。
をしました。 みなさん よろしくね！

【富士山部今年度スケジュール
富士山部今年度スケジュール】
スケジュール】
テント干
テント干し作業
◆第 38 回富士山部部会 ホスト：伊東クラブ
2015 年 9 月 27 日(日) 於：伊東市道の駅マリンタウン
◆第 2 回富士山部役員会・評議会 ホスト：伊東クラブ
2016 年 1 月 17 日(日) 於：暖香園ル・オール会議室
◆第 3 回富士山部役員会・評議会 ホスト：富士クラブ
2016 年 5 月 22 日(日) 会場未定
また、東山荘 100 年募金については、各クラブごとに決定
し行うとの確認がなされました。
今年度、伊東クラブは 40 周年を迎えますが、富士山部内
で周年記念を予定しているクラブの紹介。
◇伊東クラブ

40 周年記念 2015 年 11 月 22 日(日)

◇富士宮クラブ 20 周年記念 2016 年 2 月 21 日(日)
◇御殿場クラブ 30 周年記念 2016 年 5 月 29 日(日)
富士山部部歌・漆畑 Y’s による監事講評のあと富士山部次
期部長増田隆 Y’s の閉会の言葉をもって終了しました。

YMCA 青少年委員長
稲葉富士憲
8 月 1 日(土)、来たる青少年キャンプ教室に向けての準
備として、当日使用する備品・テントのチェックを兼ねて
テント干しを行いました。恒例となっていますが、毎年足
りない備品や、壊れてしまったものが出てくるものです。
この確認など重要な準備作業です。また、日本 YMCA 同盟よ
り拝領したテントも活用すべく組み立てのテスト。当日ま
ごついていたら困りますからね。
しかしこれがまたなかなか難しい…。説明書とにらめっこ
でなんとか組み立て。ホントにいろいろな種類のテントが
あるものです。
頂いた 3 張有効
に活用させてい
ただきます。
暑い中参加の
メンバーの皆
さんありがとう
ございました。

新入会員 浦頭 薫 Y’s 自己紹介

新入会員 山本 健 Y’s 自己紹介

2015 年 7 月 13 日入会

2015 年 7 月 13 日入会

氏 名：浦頭 薫
紹介者：梅原敬二

氏 名：山本 健
紹介者：榎本 博

こんにちは。浦頭 薫（うらがしら かおる）です。
この度は、素敵な入会式を開いていただき、ありがとうご
ざいました。また、多くの方と出会う事ができたことに感
謝しています。
趣味はマラソン。走ること、楽しいことが好きです。
職業は看護師。技能を生かし、予備自衛官として、年に数
日間、訓練召集に出かけています。孫が 6 人。お酒も少し？
です。
今年度、ワイズメンズクラブの会長主題が「すべては 1 つ」
とありました。
なので私（１人）は、みんなの為に自分ができることを考
え、少しでもお役にたてるように頑張っていこうと思って
います。
分からないことが多く、先輩方にご迷惑をおかけするかも
しれませんが、ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

こんにちは、山本健です。趣味、特技は特にありません。
豆みたいな会社ですが取締役、そして女房には逃げられ独
り身でございます。仕事では現場、打合せ、雑用などなど
家庭では娘のご機嫌伺いと多忙で…
先輩方にはご迷惑をお掛けすることもあると思いますが長
い目でご指導ください。懐の広いところを期待しておりま
す。
早く役割を覚えて皆様のお荷物にならないよう頑張りま
す。(噛み砕いて教えてください)
ちまみに、褒められて育つタイプだと自負しております。
(ふてくされる可能性大)
Ｐ．Ｓ おしゃべりは好きなのですが大勢の人前でしゃべ
るのが大の苦手です。その辺はおいおい慣れていくと思い
ます。(話しかけてください)
スポーツは高校のとき軟式テニス部でした(女子目当て)。
1,2 か月で首になりましたけど…
とにかく取り柄のない私ですが一生懸命頑張りますのでよ
ろしくお願いします。

新旧役員歓送迎会
＆
新入会員歓迎会
親睦委員長
齋藤 福男
親睦委員会今年度の初仕事、新旧役員歓送迎会＆新入会
員歓迎会を暖香園サンテラスにて開催しました。前日まで
様々な仕込み、司会進行を任せた副委員長の安藤 Y’s と打
合せ、委員のメンバーとともに当日の準備とめまぐるしく
準備をし、本番いよいよスタート！
山田 B 副の開会の言葉、第 40 代榎本会長の挨拶をいた
だき、まずは前年度役員の皆様の御苦労をねぎらって、杉
本直前会長、飯島直前書記にカッコいい感謝状楯の贈呈。
そして前執行部のメンバーに花束贈呈。そして、新入会員
の紹介と行くところだったのですが、山本 Y’s が仕事の関
係で到着が遅れている!しかたない、浦頭 Y’s だけ先に歓迎
の花束を渡しちゃおう。山本 Y’s は到着次第ということで
杉本直前の乾杯！綺麗なおねーさま方にも入場してもら
って食べて飲んで…。

久保田富士山部長のカラオケ！ハリマオ！！
杉本直前の島津亜矢！
そして、内山書記と山田
B 副のひげダンス！
付け髭をメンバーに付け
てひげダンサーズを伝染
させる。仕込ばっちり。
さすが伊東クラブ。
We are All One！
新入会員の浦頭 Y’s カラ
オケで山本リンダの「ね
らいうち」うらら～うらら～うらがしら～♪と、テーマソ
ングを自ら歌い盛り上がる。楽しく盛り上がって中締めの
あとは 2 次会へ…。ありがとうございました。
親睦委員会を 1 年間よろしくお願いします！

運営委員会だより
運営委員会だより
7/12(日)
富士山部第 1 回役員会・評議会 於：ル・オール会議室
出席：榎本・梅原・内山・佐藤・富士山部役員
7/13(月)
2015 年度伊東クラブ初例会 浦頭薫・山本健入会式
例会終了後臨時総会 2014 年度事業報告・決算報告 承認
次々期会長選考委員投票 梅原・久保田・鈴木選出
7/14(火) － 他クラブ訪問
クラブ訪問
沼津・三島・御殿場合同初例会
7/15(水) － 他クラブ訪問
クラブ訪問
下田初例会
7/16(木)
YMCA キャンプ教室応募者抽選会 178 名決定
7/22(水) － 他クラブ訪問
クラブ訪問
熱海グローリー初例会
7/25(土) － 親睦委員会より
親睦委員会より
新旧役員歓送迎会＆新入会員歓迎会 於：サンテラス
7/27(月) － 他クラブ訪問
クラブ訪問
熱海クラブ初例会
7/28(火) － 他クラブ訪問
クラブ訪問
富士宮・富士合同初例会
7/31(金)～8/2(日)
第 26 回アジア地域大会 於：ウェスティン都ホテル京都
出席：田辺 Y’s
8/6(木)
伊東クラブ 8 月例会（
（例会日変更）
例会日変更）
8/8(土)～9(日) － YMCA 青少年委員会/YMCA
青少年委員会 /YMCA 伊東センタ
伊東 センター
センタ ー
YMCA 青少年キャンプ教室開催
8/15(土)までに
前期区費・部費納入締切 佐藤会計より
他クラブ訪問記録
クラブ訪問記録
7/14(火) 沼津・三島・御殿場 7 名
榎本博君・牛田俊夫君・内山雅裕君・梅原敬二君・
久保田康正君・齋藤福男君・杉本隆夫君
7/15(水) 下田 8 名
榎本博君・飯島唯志君・牛田俊夫君・内山雅裕君・
久保田康正君・佐藤諭君・杉本隆夫君・堀口正作君
7/22(水) 熱海グローリー 7 名
榎本博君・牛田俊夫君・内山雅裕君・久保田康正君・
杉本隆夫君・堀崎龍夫君・山田光彦君
7/27(月) 熱海 9 名
榎本博君・牛田俊夫君・内山雅裕君・梅原敬二君・
久保田康正君・齋藤福男君・佐藤諭君・杉本隆夫君・
山田光彦君
7/28(火) 富士宮・富士 8 名
榎本博君・牛田俊夫君・内山雅裕君・梅原敬二君・
久保田康正君・杉本隆夫君・齋藤福男君・堀口正作君
７月例会報告
在籍者
２４名 コメット
名
功労会員
名 ゲスト
２名
広義会員
名 ビジター
４３名
療養会員
１名 メーキャップ
名
出席者
２３名 出席者総数
６８名
メネット
名 出席率
１００％
前月修正出席率
％

例会だより
例会だより
7/13(月)、2015 年度伊東クラブの初例会、榎本丸の出港と
なる日です。司会は鈴木敦 Y’s。内山義夫伊東市教育委員会
教育長、渡辺隆東日本区理事、竹内敏朗熱海 YMCA 理事長を
はじめとした多くのゲスト・ビジターに囲まれ旅立ちまし
た。会長挨拶では内山書記の仕込みもありの中「すべては
一つ」を改めて強調し 1 年間の抱負を語りました。また、
富士山部部長公式訪問でも久保田康正富士山部部長が出席
しました。入会式では伊東クラブ初の女性会員となる浦頭
薫さん、そして 2 年越しの勧誘に入会を決めてくれた山本
健君が沼津クラブ渡辺実帆 Y’s の Amazing Grace に導かれ
て我々の仲間となりました。きっと大いに活躍してくれる
ことでしょう。また、11 月に入会予定の菊間利夫氏が例会
見学に来てくださいました。食前の感謝から食事、ご来賓・
各クラブ会長の御挨拶、誕生結婚祝い、齋藤 Y’s による押
し気味のスマイル、内山書記の書記報告、各委員会報告の
あと、出席率 100%・スマイル 77,000 円が報告され、稲葉 Y’s
による閉会の言葉、閉会点鐘にて終了しました。例会終了
後、臨時総会が開かれ、2014 年度事業報告・決算報告がな
され承認、また次々期役員選考委員会委員投票が行われ委
員が選出されました。
記：飯島 唯志
第４６９回
４６９回 ９月例会予告
と
き
受
付
司
会
開会の言葉
ワイズの信条
食前の感謝
私のコーナー
閉会の言葉

９月１４日(月)
飯田 進君
正木 薫君
堀崎龍夫君
齋藤福男君
梅原敬二君
山田光彦君
勝又秀仁君
お知らせ

◆YMCA 青少年委員会より
8 月例会時、卓話の時間を利用してキャンプ教室の
全体会を行います。ご協力をお願いします。
◆例会日変更のお知らせ
例会は通常第 2 月曜に行いますが、8 月は 10 日が
按針祭と重なるため、予定を変更して 8 月 6 日に
行います。なお、開始時刻/内容は通常通りとします。
◆新入会員へのサポートをお願いします。
◆8/10(月)までに各委員長は 7 月分委員会報告書の
提出をしてください。
◆会員候補者の情報提供に御協力を！
スマイル報告
東日本区・
スマイル報告
東日本区・富士山部
当月 77000 円 累計 77000 円 9 月 27 日(日)
第 38 回富士山部部会
ＹＭＣＡ基金
ＹＭＣＡ基金
当月
円 累計
円 於：伊東マリンタウン
ＢＦ基金
熱海ＹＭＣＡ
ＢＦ基金(
基金(切手)
切手)
熱海ＹＭＣＡ報告
ＹＭＣＡ報告
当月
kg 累計
kg 9 月 3 日(木)
納涼 BBQ 会開催予定
ＢＦ現金
ＢＦ現金
当月
pt 累計
pt

会報委員会 委員長：飯島唯志 副委員長：正木 薫 委員：飯田 進・及川泰広・堀口正作 TEL0557-37-7328 FAX0557-32-2688
会長宅 〒414-0055 伊東市岡 1291-46 TEL：0557-38-5511 FAX：0557-38-5567 e:mail:ascot@purple.plala.or.jp

