会長：飯島唯志 直前会長：榎本 博 次期会長：斎藤福男 Ａ副会長：佐藤 諭 Ｂ副会長：勝又秀仁 Ｃ副会長：野村慶和
書記：稲葉富士憲 副書記：牛田俊夫 会計：杉本隆夫 幹事：杉本隆夫・佐藤 諭・稲葉富士憲

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 ”
会長主題 【 ともに考え、実行しよう 】 “ Think and Do it Together ”

“ TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT ”

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

国際会長: Joan Wilson（カナダ）
“Our Future Begins Today”
アジア会長: Tung Ming Hsiao（台湾）
“Respect Y's Movement”
東日本区理事: 利根川恵子（川越クラブ）
CHARTERED
OCT.4.1976

2016

“明日に向かって、今日動こう”
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富士山部部長: 増田 隆（富士クラブ）
“富士山のように大きな心で奉仕をしよう”

Vol.480

今月の聖句
こどもたちをわたしのところに来させなさい。妨げてはならない。
神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。
こどものように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。
マタイによる福音書 10 章

2016 年度 7 月例会 会長挨拶

8 月例会プログラム 第 480 回
日 時･･･8 月 8 日(月)18：30～21：00
会 場･･･暖香園 ル・オール会議室（2 階）
受 付･･･山本 健君・杉本隆夫君（会計）
司 会･･･内山雅裕君
・点 鐘
会長 飯島 唯志君
・開会の言葉
菅野 政典君
・ワイズの信条
鈴木 幸枝君
・ワイズソング
一
同
・会長挨拶
会長 飯島 唯志君
・ゲスト・ビジター紹介
会長 飯島 唯志君
・書記報告
書記 稲葉富士憲君
・誕生・結婚祝
親睦委員会
・食事(食前の感謝)
安藤 真範君
・スマイル
親睦委員会
・委員会報告
各委員会
・卓 話
伊東警察署 署長 鈴木
剛氏
・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
堀崎 龍夫君
・点 鐘
会長 飯島 唯志君

8 月お誕生日
お誕生日おめでとう！！
１日
田辺寛司君
４日
菅野政典君
13 日
鈴木幸枝君
１９日
菊間利夫君
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
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：〒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

7 月 4 日(月)飯島会長・稲葉書記・勝又Ｂ副会長・齋
藤プログラム/ドライバー委員長の 4 名が、佃 弘巳 伊
東市長を表敬訪問しました。伊東ワイズメンズクラブ新
役員の紹介をはじめ、8 月に開催の YMCA 青少年キャン
プ教室など、事業・活動の概要説明を致しました。11 月
開催のワイズ杯ドッジボール大会においては、市民体育
センターの耐震補強工事の工期内にあたる為、会場や参
加チームの募集方法など現在クラブ内で調整/検討中と
報告。また、今期より始まる「伊東ワイズメンズクラブ ス
ーパージュニア 学童軟式野球大会」の開催をお伝えしま
した。我々、伊東クラブは長年、地域に密着し、髙評価
を得ている事業が多く、行政とも深いお付き合いをさせ
て頂いているなど、佃市長も深くご理解を示してくださ
り、和やかなまま表敬訪問は終了致しました。今回、会
報副委員長として表敬訪問に取材を兼ねて同席させて頂
きましたが、改めて伊東クラブの青少年健全育成に携わ
るポジションの高さを認識する事ができました。今後も
先輩ワイズから受け継いだ伝統や志を忘れずに、事業・
活動に積極的に参加できればと思います。 記：鈴木幸

A 副会長 佐藤
諭
7 月 11 日(月)飯島丸の出港日を
迎えました。飯島会長の堂々とした
挨拶の後、富士山部部長・役員、各
クラブ会長の皆様にお祝いの言葉
を頂き、改めて伝統ある伊東クラブの初例会だなと感じ
ました。しかし飯島会長の挨拶は真面目な性格が出た大
変良い挨拶だと思いました。私が会長の時は緊張して何
を話したか覚えて無いほどでしたが、さすが飯島会長、
堂々たるものでした。さて、今期の伊東クラブですが青
少年健全育成を第一に活動して行きます。8 月 6 日(土)7
日(日)の YMCA 青少年キャンプ教室ですが、250 名を
越える応募があり、厳選なる抽選の結果 200 名での開催
と聞いております。このキャンプ教室を YMCA 伊東セン
ター・YMCA 青少年事業委員会を中心に・全メンバーで
協力し成功させたいと思っています。そして 9 月には新
事業の「伊東ワイズメンズクラブ スーパージュニア 学
童軟式野球大会」も初開催されます。11 月にはワイズ杯
ドッジボール大会・2 月の YMCA 青少年スキー教室と青
少年健全育成事業が目白押しです。飯島会長の下、執行
部として頑張って行きたいと思います。またＡ副会長と
して担当するプログラム/ドライバー委員会・会報/ＩＴ/
広報委員会・親睦委員会への力添え等をし、今期がスム
ーズに価値ある事業・活動ができるよう努力しますので、
皆さま、ご協力を宜しくお願い致します。

書記 稲葉富士憲
7 月 17 日(日)第 1 回富士山部
役員会・評議会が富士市ロゼシア
ターにて開催されました。当日の
出席者は会長、私、野村 Ys の 3
名。3 連休の真ん中のせいか伊豆中央道が思いのほか混
み、昼食を愛鷹 PA でササッと済ますものの、会場につ
いたのは役員会開始 10 分前というあわただしさ。会長
を玄関で降ろし野村 Ys と私は駐車場へ。車を降りると
会長から預かった富士山部報と伊東クラブ事業計画書を
ビニール袋の中に放り込んで背中に載せ、サンタクロー
ス状態で会場に向かう。重い、部報は重いぞ。目の前の
川に叩き込みたくなる衝動を、やっとの思いでおさえ出
会った他クラブのメンバーに渡していく。会場につくと、
役員会は 13：30 から始まり、30 分程で終わったとの
事、評議員会で審議する事項の事前打ち合わせだけなら、
それほど時間はかからない、という読み通りだった。
14：30 から評議員会が始まった。報告事項では富士山
部半年報の集計の結果、本年 1 月 1 日付で 200 人いた
会員は 7 月 1 日には 190 人に減った事があげられた。
審議事項の第 1 号議案は、2015 年度に BF 代表を迎え
て接待する予定がキャンセルされたため余った 10 万円
を国際交流基金に収入として載せるというもの。第 2 号
議案は、部長・主査・各クラブ会長の活動方針案。いず
れも満場一致で承認された。今年度富士山部長増田隆 Ys
の主題は「富士山のように大きな心で奉仕をしよう」し
かし、会員数 20 名増の 210 名を掲げ、各クラブに会員
増の檄を飛ばす姿からは、この目標については、
「大きな
心」でやるつもりが無い事がみてとれた。

親睦委員会
委員長 安藤真範
7 月 23 日(土)暖香園サンテラス
にて「2016 年度新旧役員歓送迎
会＆新入会員歓迎会」を開催しました。今期親睦委員長
をさせて頂く事になって最初の事業で、本当のところど
うして良いのか？頭の中では解っているつもりでも、な
かなか行動に移せない自分がありました。委員会開催案
内も切羽詰まらないと言い出せないでいました。しかし
委員会を開いて自分の考えと意識はガラリと変わりまし
た。委員会メンバーが積極的に意見を発言・提案してく
れたり、役割も自ら進んで申し出てくれるなど、自分の
思う以上に助けて頂き、これからの自分の方向性が見え
た感じさえしました。定刻より少し遅れましたが山本 Ys
の司会にて笑顔と笑い声のなか始まりました。勝又Ｂ副
会長の開会挨拶、飯島会長の挨拶と続き、榎本直前会長・
内山直前書記へ感謝状贈呈。直前役員と新入会員の金子
Ys、菊間 Ys、鈴木幸 Ys へは花束贈呈。そして榎本直前
会長の乾杯にて祝宴へと移り、料理とお酒で楽しい時を
過ごしました。今回親睦委員会では余興にカラオケしか
用意できなかった為「委員会メンバー全員で盛り上げる
ようにガンバロー！」と決めていましたが、実際はハラ
ハラドキドキで行き当たりばったり感満載でした。しか
し、そこはノリが良く心温かい伊東クラブのメンバーに
大いに盛り上げて頂き、あっという間に時間も過ぎ、余
韻を残しつつ閉会を迎える事ができました。やはり伊東
クラブはサイコーで、そんなメンバーの笑顔をまた見る
事ができる様に頑張りたいと思います。

VOL,２
田辺寛司（第 20 代会長）
臨済宗のクリスチャン？
私は原発がある浜岡町*1 の長光
寺（臨済宗妙心寺派）で 4 人兄妹
の末っ子として生を受けました。
それなのに般若心経の読経もまま
なりません。しかしワイズに 35 年前に入信？した私は
賛美歌なら数曲謳えます。何と言う親不孝者だろうと思
う事もあります。後継の兄がいたので私にはお経も教え
ず、好きな人生を歩めと思ったのでしょうか。思うに、
暮らし向きは質素な小さな寺でありながら、父（良寛和
尚）は子供達の教育には熱心で私も大学まで進学させて
もらいました。そんな父に常日頃言われていた言葉は覚
えています。
「心頭滅却すれば火もまた涼し」たとえ命を
奪われるような危機に直面しようが狼狽もせず、他人に
弱みを見せず、やせ我慢してでも人としての誇りを捨て
るな、と言う事だろうか？一番恥ずかしい事は卑しい心
を慎めとの思いからだろうと。今思うに人としての生き
方を教えたかったのだと感じています。最近でも政界、
宗教界などのトップの座にありながら卑しさゆえに、そ
の職を辞するハメになる人を沢山新聞紙上、テレビ等で
見てきています。金銭欲・食欲・物欲・名誉欲等、誘惑
は沢山ありますが残された時間が限られている 74 年間
の私の人生、父の思いを裏切らないで最後まで全うしよ
うと考えています。*女房「操さんの独り言」（下記）
「ふざけないで！性欲が抜けているのはどういうワケ？」
「すみません！肺気腫の今の私にはそんな体力は残ってい
ません」 *1 浜岡町は現在、御前崎市です。

2016 年度 抱負
ＹＭＣＡ青少年事業委員会
委員長 菅野政典
2015 年度は光り輝く（どこか
が… ）稲葉委員長の下、副委員長
を経験させて頂きましたが、2016
年度は委員長にという話が！！
YMCA 青少年事業委員会がどんな事業をするかは解っ
ています。委員長がどんな事をしているのかも何となく
ですが見えました。その委員長に！！「自分なんて無理
だよ！ 絶対に嫌だよ！ 昼間現場で仕事してからの…
無理無理無理… 委員長やらなきゃいけないならワイズ
を…」それが正直な最初の気持ちでした。しかし内山
Ys・勝又 Ys からサポートするから大丈夫だよ！の一言。
その一言に騙された気もしますが… 今年度、委員長に
任命されました菅野です。今年の抱負を、委員長として
の意気込みを、との事でしたが… まず諸先輩方が築い
てきた事業を理解し、副委員長として携わった前年より
一つでも多くの楽しみを持ち、皆と共に運営し、参加の
子供達にたくさんの思い出が出来るよう頑張りたいと思
います。浦頭副委員長、青少年委員、そしてメンバーの
みなさんには無理なお願いをすると思いますが、1 年間
よろしくお願い致します！

2016 年度 抱負
ＹＭＣＡ青少年事業委員会
副委員長 浦頭 薫
伊東クラブでは YMCA 青少年事
業として、キャンプ教室とスキー教
室を行っています。現在８月に開催
されるキャンプ教室に向けて打合
せ等をしています。でも分からない事ばかり。菅野委員
長も時に不安そうな表情を浮かべますが、ビックリする
ほど真剣です。さすが男！やる時はやるんだナ！私は、
そんな委員長の負担が少しでも楽になるよう補佐して行
きたいと考えています。そして参加する子供達の安全面
等に配慮し、キラキラ笑顔で過ごせ、心に残るキャンプ
教室となるよう努めて行きます。昨年、初参加して感じ
たのですが、伊東クラブには「万能兵器」いえ…万能メ
ンバーがいるんだなぁ～！と。経験豊富で多業種ゆえに
持ち場のプロが居てくれるので、何事もアッという間に
出来上がっていた記憶があります。活動をする時も、楽
しむ時も、誰一人欠けてはいけない仲間だと思いました。
このメンバーなら、他にも何か凄い事が出来るのではな
いか…と秘かに思うのです。また２月にはスキー教室が
開催されます。まだまだ分からない事ばかりですので、
ご指導など、宜しくお願い致します。

7/11(月)18：30 飯島丸の出港です。乗員(会
員：25/27 名)・乗客(ゲスト・ビジター38 名)
総勢 63 名を乗せての初例会となりました。鈴
木敦 Ys の名調子の司会進行で、とても穏やか
な船出です。飯島会長の初仕事…開会点鐘。開
会の言葉では「生きた化石」と紹介のあった堀
口正作 Ys がウィットに富んだ思いやりのある
言葉。菅野 Ys によるワイズの信条。会長挨拶
では主題を「共に考え、実行しよう」とした経
緯、1 年間の抱負とし「来年、現在の伊東クラ
ブの港に戻ってくるのではなく、更なる発展を
遂げた伊東クラブの港へ戻って来たい！」と話
されました。公式訪問の富士山部増田隆部長か
らは「大きな心で奉仕しましょう」とお話され、
また「会員の増強なくしてクラブの活性化はな
い！」「富士山部に新しいクラブを作りたい！」
との抱負を話してくださいました。内山 Ys の
風変わりな食前の感謝・榎本直前会長の乾杯で
会食となり、各クラブ会長よりご挨拶を頂き、
スマイルとなりました。安藤親睦委員長が光る
スマイル君を頭に付け、多くの浄財を頂きまし
た。各委員会報告のあと出席率・スマイル報告、
田辺 Ys の閉会の言葉、閉会点鐘により初例会
を終了しました。例会終了後、臨時総会が開か
れ 2015 年度の事業報告・決算報告が承認され
ました。また役員選考委員会 委員選出選挙が行
われ、梅原敬二 Ys と久保田康正 Ys が委員会に
加わる委員として決定致しました。記：鈴木幸

7/13(土)
7/17(日)

富士・富士宮クラブ ホテルグランド富士
第 1 回富士山部 役員会/評議会
飯島会長・稲葉書記・野村 C 副会長
7/19(火)
三島・御殿場・沼津 ブケ東海
7/20(水)
下田クラブ 今井浜東急ホテル
7/21(木)
テント干し・キャンプ用品確認 雨天中止
飯島会長・稲葉 Ys・榎本 Ys・勝又 Ys
久保田 Ys・菅野委員長の 6 名で下見
7/23(土)
新旧役員歓送迎会＆新入会員歓迎会 24 名参加
7/25(月)
熱海クラブ ＫＫＲホテル熱海
7/27(水)
熱海グローリークラブ ＫＫＲホテル熱海
7/29(金)
社会を明るくする運動 出席：飯島会長
7/31(日)
伊東青年会議所創立 60 周年記念式典
飯島会長出席 伊東ホテル聚楽
8/1(月)～7(日)
国際ユースコンボケーション
8/4(木)～7(日)
第 72 回ワイズメンズクラブ国際大会
8/4(木)～7(日)
台湾台北にて開催
8/6(土)・7(日)
YMCA 青少年キャンプ教室 参加者 205 名
8/10(水)
第 70 回按針祭 式典出席：飯島会長
8/27(土)
北海道部 部会 開催
9/17(土)
「伊東ワイズメンズクラブ スーパージュニア
学童軟式野球大会」特別協賛 担当：CS 委員会
9/25(日)
第 39 回富士山部 部会 開催
会場：三日市の杜樟泉閣 登録料￥5.000●暑中見舞い広告を依頼（伊豆新聞・ＣＶＡ・ＩＫＣ）
●富士山部より 富士山部内のクラブでＤＢＣ締結検討依頼
ＤＢＣ締結先「京都トゥービークラブ」
●富士宮クラブ 渡辺千秋 Ys より 伊東クラブへ
絵本 10 冊寄贈 前年の卓話料で購入
伊東警察署 署長 鈴木 剛 氏
●承認事項
*7/8(月)役員選考委員会 委員選出選挙にて決定の
●承認事項
*梅原敬二君・久保田康正君が委員会に加わります。 あ平成 28 年 3 月に第 80 代の伊東警察署長を拝命
●承認事項
*会報委員会…新規でカメラ購入（現行は下取りに）
出 身 岩手県遠野市

演 題「一般的警察行政について」
紹介者 堀崎龍夫君

第 3 回 運営委員会は９月 2 日(金)です！

7/13(水)
（2 クラブ合同 ホスト：富士）
7/13(水)飯島唯志君・稲葉富士憲君・勝又秀仁君・齋藤福男君
7/19(火)
（3 クラブ合同 ホスト：三島）
7/19(水)飯島唯志君・稲葉富士憲君・梅原敬二君・齋藤福男君
7/19(水)野村慶和君
7/20(水)
7/20(水)飯島唯志君・稲葉富士憲君・牛田俊夫君・堀口正作君
7/25(月)
7/25(水)飯島唯志君・稲葉富士憲君・牛田俊夫君・梅原敬二君
7/25(水)浦頭 薫君・榎本 博君・久保田康正君・齋藤福男君
7/25(水)佐藤 諭君・正木 薫君
7/27(水)
7/27(水)飯島唯志君・稲葉富士憲君・牛田俊夫君・榎本 博君
7/27(水)久保田康正君・堀崎龍夫君
在籍会員
内功労会員
内広義会員
内療養会員

出席会員
メネット

27 名
0名
1名
0名
25 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

0名
0名
38 名
63 名
96％
1名

*
*
・日本 YMCA 同盟 25 年継続会員 表彰
・クールビズ期間…7・8・9 月と翌年６月

と
き・・・・9 月 12 日(月)
受
付・・・・・金子正樹 君
司
会・・・・・堀崎龍夫 君
開会の言葉・・・・・内山雅裕 君
ワイズの信条・・・・山本 健 君
食前の感謝・・・・・梅原敬二 君
私のコーナー・・・・菊間利夫 君
閉会の言葉・・・・・勝又秀仁 君

当月

54.799 円

累計

54.799 円

当月

0円

累計

0円

当月

0kg

累計

0kg

当月

0pt

累計

0pt

会報委員会 委員長：正木 薫 副委員長：鈴木幸枝 委員：牛田俊夫・榎本
会長宅 〒414-0038 伊東市広野 3-4-23 TEL：0557-37-7328

・熊本大震災
支援募金 協力のお願い
・9/1(木)熱海 YMCA
・9/1(木)理事会/納涼会
・YMCA 維持会員募集中

博・堀崎龍夫 連絡先 080-1561-1448

FAX0557-38-8789

