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

“明日に向かって、今日動こう”

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”

「あなたに平和、あなたの家に平和」
サムエル記２５章

9 月例会プログラム 第 481 回
日 時･･･9 月 12 日(月)18：30～21：00
会 場･･･暖香園 ル・オール会議室（2 階）
受 付･･･金子正樹君・杉本隆夫君（会計）
司 会･･･堀崎龍夫君
・点 鐘
会長
飯島 唯志君
・開会の言葉
内山 雅裕君
・ワイズの信条
山本
健君
・ワイズソング
一
同
・会長挨拶
会長
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)
梅原 敬二君
・スマイル
親睦委員会
・委員会報告
各委員会
・卓 話 (株)市川製茶 代表取締役
市川 正樹氏
・私のコーナー
菊間 利夫君
・出席率/スマイル報告
担当委員会
・閉会の言葉
勝又 秀仁君
・点 鐘
会長
飯島 唯志君

9 月お誕生日
お誕生日おめでとう！！
5日
杉本隆夫君
10 日
安藤真範君
28 日
飯田 進君
…メネット…
４日 飯田恵利子さん
16 日 梅原富江さん
29 日 稲葉敦子さん

9 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

キャンプ写真

堀崎龍夫
小学 3・４年生を対象とし
た YMCA 青少年キャンプ教
室は、応募総数が 260 名を
越え、嬉しい悲鳴をあげた。
４年生を優先とした厳しい
抽選会を行い、キャンプ場のキャパ等などを考慮して、
どうにか 205 名を選んだ。当選のお知らせの中には、
健康調査票が入れてあり、アレルギーについての欄が
あります。キャンプ教室当日に回収するのですが、ア
レルギーを持つ子の多い事…その数全体の 1/4。これ
にはびっくりさせられました。１泊２日のキャンプ教
室でしたが、大きな事故やケガも無くつつがなく終え、
子供達にも喜んでもらえた様子。各班に感想文を書い
てもらいましたので、それに色々な事が書かれている
と思います。このキャンプを担当する YMCA 青少年
事業委員会の正・副委員長が、てんてこ舞いしながら
も、よく頑張ってくれました。あわただしく準備に準
備を重ね、ベテランメンバーも適切なアドバイスをし、
よく手助けしてくれて良かった！良かった(^^) 終わ
ってみれば成功！成功(^^) もちろん…この 2 日間は
全メンバーが本当によく働いてくれました。菅野委員
長になり代わりまして、心より大感謝申し上げます。
皆さん本当に本当にありがとうございました。

会長 飯島唯志
7 月 31 日(日)伊東ホテル聚楽
にて行われた伊東青年会議所創
立 60 周年記念式典＆祝賀会に
伊東ワイズメンズクラブとして
出席してきました。記念式典が 14:00 より開始でした
が、案内された席が 1 番前の中央とか正直「うひー」
と思いましたが着席。あまり知り合いもいない中、
CVA の小川氏などと談笑しつつ開会。JCI Creed 唱
和とか、初めて見聞きするものばかりで、こういうも
のなのかとひとり感心しつつ式典は進行しました。佃
伊東市長祝辞の中で「昔から知っている大高理事長が、
さてあいつは挨拶なんてちゃんとできるんだろうか？
と心配していたけど、先ほどの挨拶を聞いてちゃんと
できるようになったんだなぁとホッとした」とか笑い
を誘っておられました。
周年記念事業として 5 月に「ウ
ォークラリー in 一碧湖」を開催。また秋に開催予定
の講演会などを予定されておられるそうです。式典も
無事終了し休憩 1 時間（！）をはさんで祝賀会。マリ
にゃんが駆けつけたりご当地アイドル「KJ スパッチ
ャ伊東」のダンスが披露されたりとにぎやかな祝賀会
でした。わたしは事前に依頼をされていたので人生初
の鏡開きをしてきました。あれ、なんか作法とかあっ
たんですかね…失礼なことしてなければよいのですが
…(^^; 個人的な話ですが、祝賀会の席でそれこそ 30
数年ぶりに中学時代の先輩と再会し、そのまま祝賀会
開けてから街へ繰り出したのが良かったです。
（＋２お
ねいちゃんズ）だいぶ飲んじまった…。ともあれ、伊
東青年会議所 60 周年、おめでとうございました。

Ｂ副会長 勝又秀仁
今年度は 260 名を超える応募
で、参加者 202 名の大所帯とな
りました！天気も心配する事な
く絶好のキャンプ日和です！開
村式での 200 名を超える子供達には圧倒されました。
ワイルドスポーツの先生方が自分の得意なものを披露
し、子供達の笑いを取り緊張をほぐします。その後、
班ごとに分かれレクリエーション、カレーにつけて食
べるナンやピザを焼く為の釜戸をダンボールで作りま
した。メンバーはテントの区画割り、食事等の準備を。
今年のカレーも子供達に大好評です。その後キャンプ
ファイアーを楽しみ、就寝準備。数名帰宅した子もい
ましたが、無事に終える事が出来ました。このキャン
プ教室に参加の子供達は、夏休みの思い出はもちろん、
なかなか経験出来る事のない集団行動等、今後の学校
生活でも、この経験を活かす事が出来れば嬉しいなぁ
～と思います！ 又、来年も頑張りましょう(^^)♪

久保田康正
202 名の参加者が受付を済ま
せ開村式が始まった。親元を離れ
１泊２日の体験。はじめは不安そ
うだった顔もプログラムが進む
につれ笑顔に変わってきた。２０数年キャンプ教室に
携わって来たが内容も年々充実し、子供達がピザ用の
釜戸の作成や、料理などが出来あがった時の笑顔には
キラキラとした輝きが溢れています。
「おいしく出来た
から食べて」と持って来てくれた時の笑顔は忘れられ
ません。閉村式では恒例のチクサクコール！疲れなど
覗えないほど元気に解散。また来年も来たいと多くの
子供達が笑顔で挨拶してくれました。そんな笑顔を見
ると「今年も無事終了して良かった」と思う間も無く、
メンバーには負担を掛けますが、次年度も更に充実し
たキャンプ教室にしたく思うのです。笑顔の子供達に
会える事を楽しみに、今後の活動に繋げていきたいで
す。皆さん次年度もご協力、宜しくお願い致します。

YMCA 青少年事業委員会

YMCA 伊東センター所長

1
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12
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

安藤 真範
飯島 唯志
飯田
進
稲葉富士憲
牛田 俊夫
内山 雅裕
梅原 敬二
浦頭
薫
榎本
博
及川 泰広
勝又 秀仁
金子 正樹
菊間 利夫
久保田康正
斎藤 福男
佐藤
諭
菅野 政典
杉本 隆夫
鈴木
敦
鈴木 幸枝
田辺 寛司
野村 慶和
堀口 正作
堀崎 龍夫
正木
薫
山田 光彦
山本
健

2530
4244
2050
3030
6284
4310
4714
1790
6040

18
8
19
15
1
6
4
22
3

1980
1290
1240
6252
4252
4230
2750
3792
4420
660
3010
3282
4112
4182
1950
2850
1650

20
24
25
2
7
9
17
12
5
26
14
13
11
10
21
16
23

親睦副委員長
会報委員長/次期会長
ＥＭＣ副委員長
YMCA 青少年事業委員長
富士山部 書記
クラブ書記
Ａ副会長
7 月入会
クラブ会長
広義会員
CS・ドッジボール副委員長
11 月入会
11 月入会
富士山部 部長
親睦委員長
クラブ会計
YMCA 青少年事業副委員長
CS・ドッジ委員長/富士山部 会計

40 周年実行委員長
2016/2 月入会
ＥＭＣ委員長
親睦委員
ＩＢＣ委員長
Ｃ副会長
クラブ副書記
Ｂ副会長
7 月入会

飯島唯志君・飯田 進君・牛田俊夫君・内山雅裕君・梅原敬二君
浦頭 薫君・榎本 博君・久保田康正君・佐藤 諭君・菅野政典君
田辺寛司君・野村慶和君・堀口正作君・堀崎龍夫君

安藤真範君・勝又秀仁君・齋藤福男君・杉本隆夫君
鈴木 敦君・正木 薫君・山田光彦君・山本 健君

メンバーがどれだけクラブ事業･委員会･他クラブ訪問･部会･日本
区大会･アジア大会･国際大会などに出席・参加したかを年度末に
ポイント換算し報告するものである。※クラブ運営マニュアルより

実のある例会に！
プログラム / ドライバー委員会
委員長 齋藤福男
第 41 代飯島丸も安全航海中で
す！メンバーの皆さまワイズ活
動お疲れ様です。プログラム/ド
ライバー委員会の方針は「会合に
は出席第一」を基本に、楽しく有意義な例会となる様
…例会場の設営・プログラムの作成・欠席者へのメー
キャップ案内・出席奨励などに努めております。しか
し近年、他クラブ訪問担当月に該当する委員会の意識
も薄れ、出席率が低下しているおり、8 月例会では欠
席者 7 名、出席率 73％という過去最低の数字を出し
てしまいました。会長主題の「ともに考え、実行しよ
う！」を実践し、41 年の歴史と伝統に恥じぬよう「ワ
イズメンの信条」を思い出し、メンバー全員が月例会
には出席し、実のある例会に！そして楽しく事業・活
動を共に実行出来る伊東クラブを目指しましょう。

VOL,３
野村慶和（第 31 代会長）
初の試みだと思います。上記
のタイトルで会報委員会より依
頼され、考えてみれば「俺の独
り言だよなぁ～」と、思いを巡
らせてみました。
私は今年の 8 月で 65 歳になります。
今までは年齢など考えた事もなく過ごして来ました。
昔であれば、いいお爺さん…。今の私はどうなのか…？
伊東クラブに入会して 25 年。当時を思い出すと運営
委員会では連絡・報告事項や承認事項などでは厳しく
激しい意見の交換があり、まるでケンカの様でした。
今では静かに審議も進み、紳士を気取ったかの様。一
昔前まではゴルフ・ボーリング・麻雀と愛好会がクラ
ブ内で盛んに行われており、終了後には街に繰り出し、
さらなる交流をしていたものです。
（現在でもゴルフ・
ボーリング愛好会は活動しております）良いのか悪い
のか… 私が若かったのか… 昨今のメンバーはどう考
えるのか…？ 事業開催時には多くのメンバーが強制
的に参加。欠席でもすると「どこか身体が悪いのか？」
とスグにツッコミが入ったものです。
（キビシかったで
すよ！）最後にもう一つ、入会まもない頃、ワイズに
ついて熱い議論を交わしている先輩たちがおりまし
た。そのようなメンバーを「Ｙ吉」(ワイキチ)と呼ん
でいたのですが、今では良くも
悪くも、この言葉が聞かれなく
なりましたね！時代は変わりつ
つあるのかなぁ…？ この辺で
独り言はやめておきます。
クラブの楽しみ
プログラム / ドライバー委員会
副委員長 飯田 進
いわゆるボランティアクラブ
の楽しみには異種業者との交流、
年齢を超えた付合いがあり、同業
者や同窓会、町内を超えた世間と
の交わりが広がります。このクラブの楽しみの一つに
卓話があります。普段講演会に参加し人の話を聞くな
どは自分が興味を持っていることか営業に役立つと
か、組織によるいわゆる動員によるものなどがその機
会です。また講演料が発生するものもあります。この
卓話は今まで自分が関与していない興味が無かったお
話しを聞く事ができます。講師はその道のプロであり
講演の為に十分な資料等を準備なさってお話しをして
くれます。世間を広く知る機会として実に楽しいもの
です。プログラム/ドライバーの委員としては私のコー
ナーを含めて人の話を会員みんなで聞く機会を充実さ
せていければ良いと思います。

8/6(土)・7(日)

YMCA 青少年キャンプ教室 参加 202 名

8/27(土)
8/27(土)

*北海道部 部会 開催

8/31(水)

伊東市社会福祉協議会 第２回評議員会

9/1(木)
9/1(木)

熱海 YMCA 理事会/納涼会 開催
出席：飯島会長・牛田理事

*YMCA 青少年キャンプ教室 反省会 参加 15 名

9/9(金)～11(日) ユース･ボランティア･リーダース･フォーラム
9/9(金)～11(日) 会場：東京ＹＭＣＡ山中湖センター
9/17(土)と
9/22(木)
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」開催 特別協賛
* 担当：CS 委員会 予備日：9/24(土)

9/17(土)
9/17(土)

北東部部会・もりおかクラブ 10 周年記念
会場：ホテルメトロポリタン盛岡 12:00～

9/25(日)

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*第 35 回伊東市ふれあい広場 開催 10:00～

10/1(土)

湘南・沖縄部会 開催

10/2(日)

第 12 回松川おそうじ大合戦 開催
集合：ふじの広場 9:00 小雨決行

10/8(土)

東新部 部会 開催

10/9(日)

ＹＭＣＡ東山荘 献堂式

10/15(土)

関東東部 部会 開催

10/22(土)

あずさ部 部会 開催

10/22(土)～24(月)

第 480 回 8 月例会が内山 Ys の司会により
定刻通り開会しました。残念ながら欠席者の
多い例会となりました。開会挨拶は鈴木敦
Ys。会長挨拶では「YMCA 青少年キャンプ
教室は 202 名と大勢の参加人数でしたがメ
ンバーの皆さんのご協力で無事終わること
ができました。ありがとうございました。」
と話され、書記報告は稲葉書記が欠席の為、
飯島会長より報告がされました。安藤 Ys に
よる食前の感謝、食事をはさみ親睦委員会に
よるスマイル。今月も「光るスマイル君」を
頭に付けて安藤委員長の登場です。各委員会
報告のあと、伊東警察署 署長 鈴木 剛氏を
お招きしての卓話。「伊東警察官内の治安情
勢について」の演題で、時代の流れとともに
犯罪も複雑化しており昔より苦労が多いと
の事でした。座右の銘は「不易流行」(いつ
までも変化しない本質的な物を忘れずに、新
しく変化を重ねていく物を取り入れる事。ま
た、時代の流れにそって変えるべき事は変
え、変えてはならない事を見極める)とお話
されました。出席率、スマイル報告の後、堀
崎 Ys の閉会の言葉では「本当に寂しい例会
になりました。来月は皆が出席し楽しい例会
になりますように」とあり、８月例会は寂し
く響く点鐘で終了しました。
記：鈴木幸

ＹＹＹキャンプ 開催 主催：むかでクラブ
会場：東京ＹＭＣＡ山中湖センター
(株)市川製茶 代表取締役 市川正樹氏
1958 年(S.33)10 月 12 日生まれ
静岡県立伊東高等学校卒業
拓殖大学商学部経営学科卒業
2001 年(H.13)4 月 代表取締役 就任
演題「日本茶の歴史」他
紹介者：飯田 進君

●東日本区定款 改訂 ワーキングチームより改定案の提示あり
●伊東高校定時制 助成金贈呈は 10 月例会にて
●富士宮クラブ 渡辺千秋 Ys よりの絵本は伊東市図書館に寄贈
●ともだち運動会は規模縮小 団体協力の要請は無くなる模様
●９月例会見学

朝倉秀行様（朝倉建築）紹介者：久保田康正君

*会報委員会…9/3(土)伊豆新聞本社訪問 ・カメラ選定検討中
*親睦委員会…９月例会後 懇親会 開催 「妍」￥3000*YMCA 青少年…キャンプ教室収支報告

・日本 YMCA 同盟 25 年継続会員 表彰

*ＣＳ委員会…9/12(月)頃までにふれあい広場献品をセンターに
*ＣＳ委員
9/17(土)22(木)学童軟式野球大会 特別協賛
10/16(日)伊東クラブ 15 周年記念樹 周辺整備
11/12(土)ワイズ杯ドッジボール大会 開催

・クールビズ期間 7・8・9 月と翌年６月
と
き・・・10 月 10 日(月)
受
付・・・・・菊間利夫君
司
会・・・・・菅野政典君
開会の言葉・・・・・浦頭 薫君
ワイズの信条・・・・金子正樹君
食前の感謝・・・・・飯田 進君
私のコーナー・・・・鈴木幸枝君
閉会の言葉・・・・・齋藤福男君

*ＥＭＣ委員会…11 月にＥＭＣセミナー開催 予定
*名刺の件…希望者を募り作成
第４回 運営委員会は９月３０日(金)です！
8/17(水)下田クラブ・・・・・・・飯島唯志君 堀口正作君
8/24(水)熱海グローリークラブ・・金子正樹君 齋藤福男君
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

8 月例会報告
27 名 コ メ ッ ト
0名 ゲ ス ト
1名 ビ ジ タ ー
0名 出席者総数
19 名 出 席 率
0 名 メーキャップ
8 月修正出席率 92％

8 月スマイル報告
0名
1名
1名
21 名
73％
5名

当月

21.000 円

累計

東日本区・富士山部より
75.799 円

ＹＭＣＡ基金
当月

0円

累計

0円

ＢＦ基金(切手)
当月

0kg

累計

・熊本大震災 支援募金
協力のお願い
熱海ＹＭＣＡより

0kg

・11/26(土)中学生英語スピーチ

0pt

・ＹＭＣＡ維持会員募集中

ＢＦ現金
当月

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

0pt

累計

コンテスト 開催

博・堀崎龍夫 連絡先 080-1561-1448

FAX0557-38-8789

