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

博

【 すべては一つ 】 “ We are all one ”
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 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: Wichian Boonmapajorn（タイ）
“Mission with Faith”
アジア会長: Edward K.W.Ong（シンガポール）
“Through Love Serve”
東日本区理事: 渡 辺
隆（甲府クラブ）
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“原点に立って、未来へステップ”

CHARTERED
OCT.４.１９７６

40th

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

Anniversary

今月の聖句
あなたを祝福する者をわたしは祝福し、あなたをのろう者をわたしはのろう。
地のすべてのやからは、あなたによって祝福される。
創世記 第１２章 第３節

伊東ワイズメンズクラブ創立 40 周年記念例会
12 月例会プログラム 第 472 回
日 時･･･12 月 23 日(水・祝) 16：30～17：15
会 場･･･暖香園 2F ターキールーム (卓球場)
受 付･･･勝又秀仁君
司 会･･･野村慶和君
・点 鐘
会長 榎本 博君
・開会の言葉
田辺寛司君
・ワイズの信条
山本 健君
・ワイズソング
一
同
・会長挨拶
会長 榎本 博君
・書記報告
書記 内山雅裕君
・委員会報告
各委員会
・出席率・スマイル報告
担当委員会
・閉会の言葉
正木 薫君
・点 鐘
会長 榎本 博君
～ クリスマス家族会 ～
会 場･･･サンテラス 受付 17:15 17:45～20:45
・開会の言葉
A 副会長 梅原敬二君
・会長挨拶・ビジター紹介
会長 榎本 博君
・食前の感謝
直前会長 杉本隆夫君
・誕生・結婚祝い
親睦委員会
・サンタ入場
担当委員会
・ビンゴ・福引
担当委員会
・閉会の言葉
次期会長 飯島唯志君

Congratulations！
12 月お誕生日
１８日

飯島唯志君

メネット
１日 鈴木志保子さん
７日 佐藤 友子さん
８日 堀崎あつ子さん

12 月結婚記念日
２４日

正木

薫君

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

第 14 回 Y’s 杯
ドッジボール大会
CS・ドッジボール委員長
杉本隆夫
伊東ワイズメンズクラブ 40 周年記念例会
会報委員長 飯島唯志
2015 年度第 14 回 Y’s 杯ドッジボール大会が 11 月 14 日
この日に向けてメンバー全員で準備してきた 40 周年記
(土)に伊東市民体育センターと南小学校体育館の 2 会場で
開催された。本年度はしない全小学校より 37 チーム、486 念例会が 11 月 22 日(日)、暖香園ル・オール＆暖香園ホテ
名の参加があり、審判をお引き受けいただいた先生方、メ ルにて行われました。来てくださる方の思い出に残るよう
ンバーを合わせ総勢約 600 名参加の大会を開催する事がで な周年例会にするべく、前日まで（当日も？）様々な準備
きたのは先生方はもちろんの事、教育委員会、各学校の御 に追われました。榎本会長をはじめとし鈴木敦実行委員長
協力、そしてメンバー各位の早朝からの御協力があったか のもと、ああでもない、こうでもないと話し合った結果の
らこそと深く感謝申し上げます。大会当日は生憎の雨天 周年記念例会でしたがいかがでしたでしょうか？多少なり
で、毎年市民体育センター駐車場と併せて南小のグランド とも伊東クラブらしさを表せたかとは思います。
まず、この周年記念例会に
を借用していたが、グランドが使用できなければどうしよ
うかと思慮していたところ、南小さんの方から使用許可の て菊間利夫君と金子正樹君
お許しが出た時は本当に感謝感激であった。9 時より開会 の 2 名が新たに伊東クラブ
式を行い前年度優勝校の大池小学校助川拓真君の選手宣 の一員となったことは大変
誓が元気よく行われた後、各会場に散り熱戦のスタート。 喜ばしい事でした。入会した
幸いなことに大きなけがもなく、それぞれのチームが全力 本人たちもきっと記憶に残
る入会式になったことでし
を尽くして競い合う姿に元気をもらった気がしました。
閉会式で榎本会長より入賞したチームにトロフィー・賞 ょう。
状・メダルが手渡されたあと、先生方を代表して堀野先生 また、永年キャンプ教室にご協力をいただいている(株)ワ
より講評をいただき、飯島次期会長の閉会の言葉をもって イルドスポーツクラブ社長三上悦生様にお越しいただき、
無事終了しました。お手伝いを頂きました各学校の先生方 改めて感謝の気持ちをお伝え出来たこと、チャーターメン
には重ねてお礼申し上げるとともに、メンバーの皆さんに バー・永年在籍メンバーの表彰もこの 40 年という重みをこ
はご協力を感謝申し上げます。ありがとうございました。 の身に刻むためのものとして印象深いものでした。
記念例会が終わり、会場を暖香園ホテルに移しての祝宴の
始まり。A 副会長梅原 Y’s の歓迎の言葉に始まり、ご来賓の
方々より祝辞を頂戴し、伊東クラブの子クラブである下田
クラブの長田会長の音頭で乾杯。
4 年生以下の部
食事をしながら第
19 回東日本区大会
優 勝
大池少年団(大池小)
のアピールや御殿
準優勝
場、富士宮の周年記
念のアピールなど
第3位
大池 DC(大池小)
が行われ、縁も盛り
第3位
富戸っ子１０(富戸小)
上がった頃にエン
ターテイメントの
FUJI SON’S のバンド演奏、DBC 彦根シャトークラブのブラ
ックシャトーのバンド演奏。そこかしこでダンスが始まる
盛り上がりを見せました。

高学年の部
優 勝
準優勝
第3位
第3位

大池 V7(大池小)
西小 JAPAN(西小)
物見ヶ丘避球団 Jr(東小)
USA ピョン(宇佐美小)
お越しいただいた皆様の思い出に残るような記念例会にな
れましたら幸いです。

新入会員 菊間利夫 Y’s 自己紹介

新入会員 金子正樹 Y’s 自己紹介

2015 年 11 月 22 日入会

2015 年 11 月 22 日入会

氏 名：菊間利夫
紹介者：榎本 博

氏 名：金子正樹
紹介者：久保田康正

私は、宇佐美で材木店を営んでおります菊間です。妻と
４人の息子（社会人、大学生、高校生２人）がおります。
趣味は年に一度家族で旅行をしたり、週末の息子のサッカ
ー観戦ぐらいです。息子達が小学生の頃は審判をしており
ましたが、今では体が重くなりもっぱら応援専門です。今
までは仕事と地域の活動、子供関係の事だけで精一杯でし
たが、息子達も大きくなり多少余裕を持てるようになり、
また榎本会長様からのお誘いも頂きこの度伊東ワイズメ
ンズクラブへの入会を決めました。実は私が小学校５・６
年生の頃、キャンプのパンフレットを見てすごく行きたか
った思いがありました。しかし、当時私は伊東ジュニアと
いうスポーツ一般をしていたクラブに入っており日程的
に不可能だった為参加することが出来ませんでした。そん
な思いも入会を決めた理由の一つです。５０歳の新入会員
ですが、青少年健全育成の為に少しでも力になれればとい
う思いがありますので宜しくお願い致します。

ドッジボール大会反省会開催
CS・ドッジボール委員長 杉本隆夫
12 月 5 日(土)、先の 40 周年記念例会と併せてドッジボー
ル大会の反省会を鑫源にて開催した。事前準備に多少の戸
惑いがあったにもかかわらず榎本会長・久保田 Y’s には
教育委員会への書類提出、校長会での説明、各学校への開
催案内など大いに助けてもらい感謝しております。本年度
は初の試みとして学校の先生方などにお集まりいただき
説明会を開催しました。そこでルールや日程、運営等多方
面にわたって貴重なご意見を頂戴し、改めて考えなければ
ならない点が多々あるなと感じながら臨んだ反省会でし
た。メンバー数の減少により先生方への負担が増大してい
たことは確かであり、これを可能な限りメンバーで分担で
きないものか議論を進め、見直しをしなければならない時
期に来ているように思えます。

こんにちは、金子正樹です。
この度は、40 週年という記念例会の中で入会式を行って頂
きありがとうございました。昭和 42 年 10 月 31 日生まれの
48 才、仕事は、衆議院議員秘書をしております。お硬いイ
メージですがそんなことはなく、みんなで騒ぐのが大好き
です。現在、ボーイスカウト 3 団の育成会 会長代行をや
らせていただき、青少年の育成に携わらせていただく中で、
お誘いをいただき、10 月の例会に見学で伺った時には、会
長から「やるからには、楽しんでやろう！」とお言葉を頂
き、入会を決意いたしました。自分がどんなこと、どこま
でできるか判りませんが、このご縁に感謝し、みなさまか
らのご指導を頂き、またワイズメンズクラブ一員として恥
ずかしくない行動をとり、自分自身、楽しみながら活動を
し、成長してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願
い致します。

第 30 回記念 熱海 YMCA 中学生英語スピーチコンテスト
熱海 YMCA 委員 久保田康正
11 月 21 日(土)、熱海起雲閣にて熱海 YMCA 主催の中学生
英語スピーチコンテストが開催されました。あいにく、翌
22 日に伊東クラブの周年記念例会が控えており、準備に追
われていたため、久保田 Y’s のみ顔を出す事しかできませ
んでしたが、伊東から参加した南中学校の萩原涼加さんが
2 年生暗唱の部で見事に優勝をしました。入賞者リストを
見渡すと、加藤学園・熱海泉中学の名が多々見受けられ、
力の入りようがうかがえました。

運営委員会だより
2015 年 12 月 11 日(金)19:00～於：YMCA 伊東センター
11/14(土) － CS・ドッジボール委員会より
第 14 回 Y’s 杯ドッジボール大会開催 37 チーム 486 名
11/21(土) － 熱海 YMCA より
英語スピーチコンテスト開催 於：熱海起雲閣
11/22(日)
伊東クラブ 40 周年記念例会 登録者：178 名
入会式：菊間利夫君・金子正樹君
11/28(土) － 東日本区より
第 19 回東日本区「メネットのつどい」開催
於：ハートピア熱海 出席：榎本・久保田・牛田
12/5(土)
40 周年記念例会＆ドッジボール大会反省会開催
出席：14 名＋1 名(教員)
2016/1/10(日) － YMCA 青少年委員会より
平成 28 年成人式 式典出席：榎本 式典協力：YMCA 青少年
1/11(月)
1 月例会 富士山部部長公式訪問
伊東青年会議所次期理事長大高正次様他 2 名新年挨拶
1/17(日) － 富士山部より
富士山部第 2 回役員会・評議会 於：暖香園ボウル
2/21(日)
富士宮クラブ 20 周年記念例会 於：パテオン
11:00～14:00 登録料：6,000 円
40 周年記念実行委員会より
皆さま、ご協力ありがとうございました！
伊東市手をつなぐ育成会クリスマス会の案内
助成金 10,000 円
市内各社マスコミより年賀広告案内 各 10,800 円拠出
富士山部地域奉仕事業主査より 富士山部 CS 基金申請案内
東日本区地域奉仕事業主任より 難民支援緊急募金案内
〃
CS 写真コンクール案内
次々期理事候補者推薦の案内 締切：2016/2/29
国際会長選挙投票 締切：2016/1/19 必着
12/19(土)
<祝> 佐藤諭 Y’s 次男大世(たいせい)君 挙式 <祝>

例会だより
伊東ワイズメンズクラブ創立 40 周年を祝う記念例会が 11
月 22 日、ダンコーエン「ル・オール」2F バンケットホー
ルにて開催されました。メンバーは 11 時に集合し準備を進
め、昼食の後、リハーサルを経て 14 時、記念式典が始まり
ました。司会は内山 Ys と金杉しずえさんによって進行、榎
本会長の開会点鐘、飯島次期会長の開会のことばの後、伊
東市少年少女合唱団の子供たちが、透き通る声で「みかん
の花咲く丘」
「赤とんぼ」を歌い、他クラブ会員、来賓の方々
含め約 180 人の前で記念式典を盛り上げてくれました。
会長挨拶で榎本会長は「40 年という伊東クラブの歴史は、
諸先輩方による偉業」と讃え、ここから新たなスタートの
時として、今まで以上に魅力あるクラブにしていきたいと
抱負を語りました。その後、本例会で菊間俊夫君、金子正
樹君の入会式が執り行われました。来賓の佃伊東市長や渡
辺東日本区理事よりお祝いの言葉を頂いた後、メモリアル
アワーとして故・上田正義 Ys を偲びました。40 周年の記
念事業の報告は鈴木敦実行委員長より報告がされ、これま
での伊東クラブの歩みを紹介しました。記念表彰では、キ
ャンプ教室に長年にわたって協力しているワイルド・スポ
ーツクラブや、チャーターメンバー5 人、在籍 20 年以上の
4 人に対して改めて感謝を込めて表彰しました。また創立
40 周年記念事業として青少年キャンプ場に管理棟を設置
したことを報告し、榎本会長から内山教育長に目録が渡さ
れました。記念式典が滞りなく終了した後は、場所をホテ
ル暖香園に移し、中庭での記念撮影をしてから 6F ふじにて
祝宴となりました。多くの来賓の方々から祝辞を頂戴し、
また芸者さんの舞踊を楽しんだり、FUJI SON’S の演奏や
DBC である彦根シャトークラブ親父バンド「ブラックシャ
トー」による演奏で最高の盛り上がりを見せてくれました。
企画から準備まで、限られた時間の中で盛りだくさんの内
容を詰め込んだ今回の周年記念事業、実行委員長の鈴木敦
Ys はじめ実行委員の皆さま、本当にお疲れ様でした！
記 正木 薫
お知らせ
12 月例会はクリスマス家族会があるため時間変更・短縮例
会となっております。ご注意くださいませ。
受 付：16:00～
開 会：16:30～

次回 運営委員会 12 月 29 日(火)
他クラブ訪問記録
11/12(木)
御殿場 2 名
久保田康正君、牛田俊夫君
11/18(水)
下田 2 名
飯島唯志君、堀口正作君

在籍者
功労会員
広義会員
療養会員
出席者
メネット

１１月例会報告
２６名 コメット
名 ゲスト
名 ビジター
１名 メーキャップ
２４名 出席者総数
名 出席率
１１月修正出席率
１００％

名
６名
１４２名
１名
１７８名
９６％

当月
当月
当月
当月

第４７３回 １月例会予告
と
き
１月１１日(月・祝)
受
付
齋藤福男君
司
会
杉本隆夫君
開会の言葉
野村慶和君
ワイズの信条
浦頭 薫君
食前の感謝
佐藤 諭君
一分間スピーチ
全
員
閉会の言葉
菅野政典君
スマイル報告
東日本区・富士山部
0 円 累計 127,000 円 2016/1/17(日)
第 2 回役員会・評議会
ＹＭＣＡ基金
円 累計
円 於：暖香園ボウル
ＢＦ基金(切手)
熱海ＹＭＣＡ報告
kg 累計
kg 2016/1/21(木)
熱海 YMCA
ＢＦ現金
理事役員会・新年会
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

