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

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）
CHARTERED
OCT.４.１９７６

“原点に立って、未来へステップ”

2016

3
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
試みる者がきて言った、
「もしもあなたが神の子であるなら、これらの石がパンにな
るように命じてごらんなさい」イエスは答えて言われた『人はパンだけで生きるも
のではなく、神の口から出る一つ一つの言で生きるものである』
マタイによる福音書 第４章 第３節～第４節

YMCA スキー教室

サンメドウズ清里スキー場にて

3 月例会プログラム 第 475 回
日 時･･･3 月 14 日(月)18：30～21：00
会 場･･･暖香園 ル・オール会議室
受 付･･･浦頭 薫君
司 会･･･飯島唯志君
・点 鐘
会長 榎本 博君
・開会の言葉
飯田 進君
・ワイズの信条
堀崎龍夫君
・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)
菅野政典君
・スマイル
親睦委員会
・卓 話
渡辺千秋氏
・私のコーナー
山本 健君
・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
野村慶和君
・点 鐘
会長 榎本 博君

Congratulations！
3 月お誕生日
６日 内山雅裕君
２１日 梅原敬二君
３０日 鈴木 敦君
メネット
該当者なし

3 月結婚記念日
３日
１３日
１５日
１９日
２１日

勝又秀仁君
久保田康正君
杉本隆夫君
榎本 博君
堀崎龍夫君

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

2016 年度
YMCA 青少年スキー教室

富士宮クラブ
20 周年記念例会

YMCA 青少年事業委員長
稲葉 富士憲

2 月 13 日(土)、14 日（日）ワイズ年度最後の大仕事、Ｙ
ＭＣＡ青少年スキー教室を開催しました。参加者は子供 71
名、メンバー11 名、女子大学生ボランティア 2 名の合計
84 名。朝 6 時、2 台のバスと 2 台の乗用車に分乗し、送迎
メンバーと大勢の保護者に見送られて、市役所西口玄関を
出発、山梨県清里サンメドウズスキー場へ向かう。途中、
駿河湾沼津サービスエリア、朝霧高原道の駅、双葉サービ
スエリアの 3 か所で休憩をとりながら、スムーズにかつ安
全に行程をこなす。11 人が犠牲となるスキーバスの転落事
故があった後だけに、高速道路でのシートベルトの着用
を、常に呼びかける。東海バスの 2 人の運転手さんは、安
全着実な運転で、こんな方が乗っていれば、あんな悲惨な
事故など起きなかったのにと、改めて残念な思いをすると
ともに、この何年か担当して下さる 2 人に感謝の念を覚え
ました。
スキー場は、少し雪不足。雪の層が薄く、下の土が出そう
な部分もあって、飛ばしすぎには危険が伴いそうな感じ。
例によって、子供たちはインストラクターの指導を受ける
と、自由滑走。好き勝手にあちこちに突っ込み、掘り出す
のに一苦労。こちらの手が廻らない子を、見ず知らずの方
が助けてくれるなど、人の親切が心に沁みます。宿舎の羽
村市自然休暇村では、体育館でのゲームは行わず、子供た
ちの自由時間を多くと
ることにする。子供時代
の楽しい思い出は、たい
てい、大人のいないとき
に自分達だけで作り出
したものだったから、友
だちと仲良く遊ぶ時間
を作るのもいいだろう。
2 日目は雨。ドッジボー
ル大会を開催するための準備をする。ところが、スキー場
に電話をすると、滑走可能とのこと。急きょスキーに切り
替え出発。
滑りだすと、雨粒がビシビシと音を立てて顔に当たる。ゲ
レンデには、何か所か川が出来ていて、川を渡る時には、
水上スキーが出来ます、と言う状態。それでも、子供たち
は楽しそうにゲレンデを行きかい、リフトにも慣れた様子
で乗り込んでいく。アリジゴクみたいな穴にはまり込んだ
女の子を 2 人救助。さらに、その 2 人を救助中に落ちてき
た子も穴の上に出し、リフトで上がったところで、天候の
悪化もあって、早めの終了となりました。
という訳で、天候以外素晴らしいスキー教室が開催できま
した。開催に協力いただいたメンバー、および関係者の皆
様に、心より、感謝申し上げます。ボランティア参加の女
子大学生 2 人には、様々な場面で、若い力を発揮いただき
ました。本当にありがとうございました。

会報委員長
飯島 唯志

2 月 21 日(日)、富士宮クラブ 20 周年記念例会に出席して
きました。自動車 3 台にて伊東を出発、会場のパテオンに
予定通り到着。記念例会に先立って 20 周年の記念事業であ
るニジマス育成にかかわるウォータークーラーの寄贈の紹
介、そして寄贈された富岡小学校 3 年 3 組の児童による発
表会が行われました。児童一人一人が様々な苦労を体験し、
その中から命の重さを学習した様子を細やかに発表してく
れました。大変苦労したことがよくわかり印象深くすばら
しい発表でした。BGM にあわせてダンスをする際、トラブ
ルで曲が鳴らなかったりするハプニングの中、落ち着いて
曲なしでダンスする児童たちにも感心しました。その発表
が済み、児童が退出した後 20 周年の記念例会が始まりまし
た。稲葉会長の挨拶では誰よりも、この例会前日は眠れな
いほどだったが富岡小学校児童の発表に大変感激したとお
っしゃっておられました。富士宮市長の挨拶、富士宮クラ
ブ佐野 Y’s などによるミニコンサートなどをおいしいニジ
マスをいただきつつ楽しみました。台風の中のチャーター
ナイトのエピソードやら富士宮の日本一（高低差 35m～
3776m、ニジマス生産量）など、われわれ伊東とは多少離れ
た地区の事をまた新たにうかがえた日でした。14:00 に終
了の後、伊東へ向けて出発。伊東についてから帰路の運転
手をした私を心づかってくださり（自分が飲みたくてとい
う話も）齋藤 Y’s 宅で秘蔵の焼酎をいただき、遅くまでお
邪魔させていただいたのはまた別のお話…。（齋藤メネッ
ト、遅くまで申し訳ありませんでした…）みなさんお疲れ
様でした。

3 月例会卓話者紹介
渡辺千秋氏プロフィール
現在 山梨県南部町在住
1979 年 4 月
原始福音キリストの墓（内村鑑三先生の無教会を継承
「生命の光」誌創刊者手島郁郎先生の静岡集会に導かれる。
イスラエル聖地巡礼 3 回参加
2006 年 9 月
伊藤一芳ワイズのご紹介で富士宮ワイズメンズクラブに
入会、毎年 7 月に富士宮市のキンダー学園で日本の神話
古事記絵巻（縦 1ｍ横 22ｍ）を紹介しています。
富士山本宮浅間大社・花の湯・静岡銀行富士宮支店で
多々良直樹氏の日本の神話造作展と絵巻の会を開催
2010 年
4 月～7 月まで、3 か月間短期イスラエル留学
2015 年 11 月
富士宮市立黒田小学校 2 年生 139 名に国語の教科書にあ
る、「いなばの白兎」の前後の絵巻を 2 時間使って紹介。

新入会員 鈴木幸枝 Y’s 自己紹介

2016 年 2 月 8 日入会

次期会長・部役員研修会に行ってきました
次期会長 飯島唯志
3 月 5 日(土)～6 日(日)、御殿場の YMCA 東山荘にて次期会
長・部役員研修会が行われ、参加してきました。受付の 30
分ほど前に到着し、まず先日完成した 40 周年記念誌を何
人かの方に手渡しひとまず一安心。13:00 より開会、いよ
いよ研修に入ります。プログラムによれば今日・明日で研
修 I～VI まで盛りだくさん。知恵熱出るんじゃなかろうか
…。東日本区の現状説明、YMCA とはというところから研修
が始まり、特に YMCA との協働のフレーズがよく聞かれま
した。基調講演では元アジア太平洋地域 YMCA 同盟総主事
の山田公平氏より「これからのワイズ、YMCA にとってのワ
イズ」と題してお話があり、なかでも欧米諸国のワイズメ
ンの減少傾向、YMCA におけるワイズの認知度の変化という
現象が起きている現在、YMCA とワイズはどうやっていくべ
きかなどのお話が聞けました。個人的に興味深かったのは
欧米の減少傾向の理由として、会員である必要性が薄れ、
グループでなくとも活動が可能（活動の場をネット等様々
な手段が構築されつつある）
・そのほか活発な NGO 活動な
どがあげられている点でした。遅かれ早かれ我々の身近で
もこういった動きが見えてくるのかもしれない？YMCA と
のかかわりという点では他の部と少し印象の異なる富士
山部において、さてどうしていくものか…といろいろ考え
るところ大な講演でした。休憩をはさみ、部ごとにグルー
プを作り小会議室な
どに分かれて各主任
の事業方針説明。小
規模でやり取りでき
るメリットはあった
かもしれないけれ
ど、同じ説明を 5 グ
ループに回って行う
主任さんたちはちょ
っと大変だったので
は…。ここで初日の研修が終わりチェックインして少しし
たあと夕食懇談会。各テーブルにて食事をしつつ基調講演
の内容についてなどの意見交換をし、まとめて発表。部屋
に戻って増田次期部長を囲んでお酒を飲みつつ懇親。お元
気な陣内 Y’s のお話など大変楽しみました。そして就寝
…おやすみなさい。7:20 頃に朝食をとり 2 日目の始まり。
国際・アジア地域の現況、事務手続きの説明、特に献金や
報告等の提出先の変更が告知され、分科会へとうつりまし
た。次期会長は本館講堂に集合し一人ひとり質疑など。昨
日の山田公平氏の講演がショッキングであったようで（特
に YMCA にとってワイズは必要なのかという点）いろいろ
な意見をうかがえました。翻ってわれわれ富士山部、YMCA、
ワイズについて他の部の方々とは少し違う環境にある中、
さてどうしていこうかねと今までも、そしてこれからも考
えてゆかなければならないねと知恵熱出そうな頭を抱え
て解散しました。

氏 名：鈴木幸枝
紹介者：榎本 博

2 月例会におきまして、入会歓迎のお言葉をいただき心
よりお礼申し上げます。ありがとうございました。
このたび、ワイズメンズクラブに入会させていただきま
した、鈴木幸枝です。
ワイズメンズクラブ様の主題・目的、そして榎本会長の
「すべては一つ」のお言葉に共鳴し、入会の意を固めさせ
ていただきました。
家業の石工業を手伝いながら、放課後支援や読み聞かせ
ボランティア・青少年育成・家庭教育支援員等のボランテ
ィア活動をしております。
これからは、少しずつワイズメンズクラブの活動に慣れ、
皆様と一緒に活動していけるよう努力してまいりたいと思
っております。
（早くワイズ用語やワイズソング等を覚えら
れたらいいなぁ…と。）
わからないことばかりですが、今後ともご指導のほど、
よろしくお願い致します。
追伸：趣味はおいしいお食事をいただくこと、おいしいお
酒をいただくことです(笑)

2016 年度委員長発表
2016 年度の各委員会委員長が決定しました。
▼A グループ
担当副会長：佐藤諭 Y’s
▽プログラム・ドライバー委員長
齋藤福男 Y’s
▽会報・IT・広報委員長
正木 薫 Y’s
▽親睦委員長
安藤真範 Y’s
▼B グループ
担当副会長：勝又秀仁 Y’s
▽YMCA 青少年委員長
菅野政典 Y’s
▽BF・IBC 委員長
内山雅裕 Y’s
▽CS・ドッジボール委員長
久保田康正Y’s
▼C グループ
担当副会長：野村慶和 Y’s
▽EMC・会員選考・訪問・文献管理・会則研究委員長
梅原敬二 Y’s

運営委員会だより
2/7(日)
第 44 回伊東駅伝競走大会協賛 区間賞副賞を協賛
2/8(月)
2 月例会 鈴木幸枝さん入会式 所属は親睦委員会
EMC セミナー開催
2/13(土)～14(日)
YMCA 青少年スキー教室開催
2/21(日)
富士宮クラブ 20 周年記念例会 参加者 13 名
3/2(水)
旭小岩間校長先生を訪問 次年度ドッジボール大会について
3/5(土)～6(日)
次期クラブ会長・部役員研修会 於：東山荘 出席：飯島
3/14(月)
3 月例会 鈴木宏明さん例会見学
3/19(土)～20(日)
富士五湖クラブ伊東移動例会の案内がありました
アンダ別邸伊豆一碧湖ホテルにて
3/27(日)
伊東 RC 創立 60 周年記念式典／祝賀会
川奈ホテル 16:30～ 出席：榎本
4/20(水)までに
後期活動報告書提出 部書記まで
4/24(日)
松川おそうじ大合戦！2016 春の陣
9:00～12:00 小雨決行
5/22(日)
第 3 回富士山部役員会・評議会 於：富士市ロゼシアター
受付 12:30～ 役員会 13:00～ 評議会 14:30～
登録料 1,000 円
CS・ドッジボール委員会より
プルタブ・エコキャップの収集を行います。
記名の上 4 月末までにセンターへ持ってきてください。

他クラブ訪問記録
2/11(木)
御殿場 2 名
久保田康正君、牛田俊夫君
2/17(水)
下田 3 名
飯島唯志君、堀口正作君、牛田俊夫君
2/21(日)
富士宮 20 周年 13 名
久保田康正君、牛田俊夫君、杉本隆夫君、榎本博君、
梅原敬二君、山田光彦君、堀崎龍夫君、内山雅裕君、
飯島唯志君、齋藤福男君、田辺寛司君、堀口正作君、
野村慶和君
２月例会報告
在籍者
27 名 コメット
名
功労会員
名 ゲスト
名
広義会員
名 ビジター
7名
療養会員
1 名 メーキャップ
2名
出席者
24 名 出席者総数
31 名
メネット
名 出席率
96％
２月修正出席率
100％

例会だより
2 月例会は菅野 Y’s の司会により定刻通り始まりました。2
月は TOF の為、各自食事を済ませてからの例会となりまし
た。点鐘の後、安藤 Y’s の開会の言葉、会長挨拶と続き、
来たるスキー教室に力を入れていこう、それが終わった後
もまだ、6 月 30 日までやれることを精いっぱいやっていこ
うと話されました。ゲスト・ビジター紹介では熱海クラブ
より 6 名、熱海 G クラブより 1 名の参加がありました。続
いて鈴木幸枝さんの入会式が執り行われました。紹介者の
榎本会長よりプロフィールの紹介のあと自己紹介では仕事
の側ら子供に対する活発なボランティア活動をしておられ
るとのことでした。内山書記より書記報告。そのあと佐藤
Y’s の音頭で鈴木幸枝さんの入会を祝して乾杯をし、親睦委
員会菊間 Y’s より誕生結婚祝い、浦頭 Y’s よりスマイル。ビ
ジターの方はここまでで終了となり、委員会報告。親睦委
員会からは第 19 回東日本区大会に合わせて親睦旅行を企
画する旨の発表、役員選考委員会より次期執行部の陣容と
次々期会長のがありました。そのあと続いて伊東クラブメ
ンバーで EMC セミナ
ーを開催。田辺委員
長の進行により伊
東クラブの現状・今
後を話し合いまし
た。出席率・スマイ
ル報告がされ、田辺
Y’s の閉会の言葉、
閉会点鐘にて終了
となりました。その
後スキー教室の打ち合わせを行いました。
記 飯島唯志
親睦委員会より
来たる 6 月 4 日～5 日、第 19 回東日本区大会が行われるの
に合わせて、親睦旅行を企画しております。
出欠確認等改めて行いますが、ぜひメンバー全員が参加し
て下さるようよろしくお願い致します。

第４７６回４月例会予告
と
き
４月１１日(月)
受
付
勝又秀仁君
司
会
齋藤福男君
開会の言葉
稲葉富士憲君
ワイズの信条
正木 薫君
食前の感謝
杉本隆夫君
私のコーナー
浦頭 薫君
閉会の言葉
山田光彦君

当月
当月
当月
当月

スマイル報告
26000 円 累計 226000 円
ＹＭＣＡ基金
円 累計
円
ＢＦ基金(切手)
kg 累計
kg
ＢＦ現金
pt 累計
pt

東日本区・富士山部
5/22(日)
第 3 回役員会・評議会
富士市ロゼシアター
熱海ＹＭＣＡ報告
3/3(木)
熱海 YMCA 理事役員会
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