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

CHARTERED
OCT.4.1976

何よりもまず、心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。
ペトロの手紙（一）４章 8 節

日 時･･･10 月 10 日(月)18：30～21：00
会 場･･･暖香園 ル・オール会議室（2 階）
受 付･･･菊間利夫君・杉本隆夫君（会計）
司 会･･･菅野政典君
・点 鐘
会長
飯島 唯志君
・開会の言葉
浦頭
薫君
・ワイズの信条
金子 正樹君
・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
・助成金贈呈 伊東高校定時制 会長
飯島 唯志君
・入会式
執 行 部
・表 彰
各 担 当
・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)
飯田
進君
・スマイル
親睦委員会
・委員会報告
各委員会
・卓 話 東海自動車(株)代表取締役社長 石井 文弥氏
・私のコーナー
鈴木 幸枝君
・出席率/スマイル報告
担当委員会
・閉会の言葉
齋藤 福男君
・点 鐘
会長
飯島 唯志君

お誕生日おめでとう！！
6日
23 日
24 日
25 日
31 日

堀崎
山田
正木
浦頭
金子

龍夫君
光彦君
薫君
薫君
正樹君

…メネット…
８日
３０日

牛田 愛子さん
久保田直子さん

結婚記念日おめでとう！！
16 日
23 日
23 日
31 日

牛田 俊夫君
鈴木 敦君
齋藤 福男君
金子 正樹君

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

2015 年度榎本会長より新規事業として学童野球を後援(協賛)したいと運営委員会に提案があり、お祭り仲
間である野球連盟山口少年部長を鈴木 敦 Ys と私とで訪問。「伊東ワイズメンズクラブは青少年健全育成を中
心とした事業をしており学童野球大会をお手伝いしたい」との意思を告げ、野球連盟伊東支部役員と面談。綿
密な打合せを幾度とし、運営委員会において承認され、４年生以下の大会を協賛する事が決定。大会名称を「伊
東ワイズメンズクラブ杯 スーパージュニア 学童軟式野球大会」として、第１回大会を 2016/9/17(土)に１
回戦と準決勝。9/22 に決勝戦。9/24 予備日で実施する事となりました。開会式では子供達の緊張した表情
を見てこれで試合が出来るのか心配もしたが、試合が始まれば生き生きとプレーし４年生以下の試合とは思え
ませんでした。1 日目の３試合は延長戦あり、逆転サヨナラゲームのすばらしい試合でした。22 日決勝戦は雨
天順延、24 日に伊東ジュニア・富士見ファイターズ混合チーム 対 宇佐美野球少年団の対戦となり 3 対 0 で
伊東Ｊ・富士見Ｆ混合チームが優勝しました。子供達のすばらしいプレーと笑顔を見て癒された 2 日間でした。

あ

会報委員会 委員長

正木

薫

久々に復活！ということで、メンバー宅にお邪魔してしまうこのコ
ーナー。第１回目はわが会報委員会副委員長の鈴木幸枝 Ys 宅へ。富
戸の山奥を進んで行くと、そのお家はありました。うーん、確かに聞
いていた通り猪が出てきそうなロケーション！今回は夜の訪問でし
たが、昼間は正面に伊豆大島などを眺める事が出来る景色のよい場所
です。幸枝 Ys のご実家は三島石装石材。ご自身は高校卒業後、商工会議所や市役所等での勤務を経て、現在は
ボランティア活動にも励んでいます。10 年前に病気を患って今はやめているとの事ですが、陶芸教室を開くほ
どの腕前と聞きました。お家は窯元でもあり生徒さんはなぜか有名人ばかりとのことでした。それにしても多
芸多才な幸枝 Ys。取材の後は得意な料理上手の腕をふるってもらい、賑やかな BBQ タイムとなりました。す
っかり寛いでしまった取材陣＋α。猪との遭遇はありませんでしたが楽しいひと時を過ごさせて頂きました。
あ

親睦委員会 副委員長

金子正樹

9/15(木)下田クラブお月見例会に親睦委員会が他クラブ訪問月
である為、メンバー８名で参加してきました！この例会は下田東急
ホテルのガーデンでの開催。南国ムードいっぱいフラダンスも見れ
るとの事で車中から盛り上がり、アッという間の到着でした。昨年
のクリスマス家族会に続き２度目の訪問。天候で例会は室内となり
ましたがフラダンスはガーデンで見る事ができました。あの娘が可
愛い とかオバチャンじゃん とか下世話に盛り上がるメンバー達
でした。今後も積極的に他クラブ訪問し、勉強したいと思います。

VOL,４
梅原敬二（第９代会長）

会長

飯島唯志

9/25(土)第 39 回富士山部部会に出席してきまし
た。伊東からは久保田直前部長･榎本直前会長･野村Ｃ
副会長･齋藤 Ys･堀口 Ys･堀崎 Ys と私の計 7 名での参
加です。伊東を 10 時過ぎに出発して途中で昼食をと
り、12 時過ぎには会場である三日市の杜 樟泉閣に到
着。13 時より青少年相談センター所長の丸山和彦氏
の講演。
「青少年の現状とこれから」不登校やひきこも
りの問題のお話を伺いました。小休憩を挟んで部会の
開始。前日は北九州にいたという利根川理事の挨拶で
は東日本区定款改訂の話などがされ、また先の国際大
会にて榎本 Ys ブースター賞受賞ということで表彰を
受けました。各事業主査の報告、前年度表彰などが行
われ、ちょい押しで部会は終了。真新しい拝殿の前で
記念撮影。会員増強の参拝も済ませてポロッと一言「十
分ご縁がありますようにってね」と言ったのを沼津の
相磯 Ys に聞かれて「そうだよ、自分の会員増強が先
だよ！」と上手いことを言
われる始末…。部会終了後
には吉原高校筝曲部による
演奏から楽しく懇親会。に
ぎやかな懇親会でした。伊
東着が 19 時過ぎ。みなさ
ん大変お疲れ様でした。

2016 年度 抱負
ＢＦ/ＩＢＣ委員会
委員長 内山雅裕
BF・IBC 委員長に任命され、
まずは飯島会長の目標でありま
す「彦根シャトークラブとの
DBC 締結 20 周年イベント」及
び同クラブの「創立 35 周年記念」を盛上げる事を考
えたいと思っております。伊東クラブの 40 周年記念
例会には、多くの彦根シャトー メンバーが出席くださ
り、ブラックシャトーとして盛上げて頂きました。兄
弟クラブとして、伊東クラブ全員が出席する位の気持
ちで心に残る年度にしたいと考える今日この頃です。

私は横浜市で生まれ、父親が
１９４４年（Ｓ19 年）戦死。そ
の後、伊東市池、中伊豆、伊東
市、湯河原と移り住み、１９６
８年（Ｓ43 年）に伊東市川奈の
現在の我が家に引越、自分で仕事を始める。１９７６
年に伊東クラブをチャーターするということで、ワイ
ズの事は何もわからないまま入会し４０年経ちまし
た。良きにつけ悪きにつけワイズを勉強するような状
況におかれて来たように思います。そうした中、クラ
ブ書記、クラブ会長、富士山部書記、日本区事業主任、
東副区書記、東日本区書記を務めさせて頂きました。
これらもクラブの皆さんのご協力があり感謝していま
す。また事業では、伊東クラブ初めての青少年キャン
プ教室、Ys の遊び、スケート教室（現在はスキー教室・
ドッジボール・学童野球）などを取入れ、メンバー全
員参加のもと楽しい思い出です。
（設立５年目にして下
田クラブを誕生させる）また富士山部会では親睦ソフ
トボール大会、熱海ＹＭＣＡによるカナダ交換学生。
我が家にもホームステイ…カルガリーから学生を迎え
た（観光、按針祭花火大会等案内）私にも良い思い出
です。韓国首都クラブとＩＢＣ締結（韓国で）台湾埔
里クラブとトライアングルが実現。第４０回日本区大
会ホストも大成功に終わり、ＹＭＣＡ会館（伊東クラ
ブの事務所）建設。彦根シャト―クラブとＤＢＣ、伊
東クラブ各周年事業、この間に日本区が二分割され東
日本区になり１０年目に伊東クラブのホストで大会開
催。メンバー、メネットの協力のもと無事に終了する
事が出来ました。これらの事業を振り返ると今後のワ
イズの一番大切なものは何なのかな…？ 時代も急激
に変わりメンバーも若返り、インターネットやＳＮＳ
が普及して情報を得ることが出来、直接会わずともコ
ミュニケーションが取れる世の中になりましたが、や
はり自分自身が国際・アジア・日本区大会・近隣クラ
ブの例会などに出席し、体験して感じとる事が必要で
はないでしょうか。そのためには会長はじめ四役、委
員長を軸に話し合い楽しい運営をして下さい。私もま
だまだ？歳です！これからも皆さんと一緒にワイズに
小さな風を吹き込んでいきたいと思っております。
2016 年度 抱負
ＢＦ/ＩＢＣ委員会
副委員長 山本 健
BF・IBC 委員会とは何だろう？
ここから始まりました。DBC との
交流を心掛け親睦と友情を深める
ようにする。国外 IBC 締結クラブ
が成立するよう心掛け模索する。自分は彦根シャトー
クラブとの益々の親睦を深め、機会があれば自ら出向
き実行していきたいです。また国内だけでなく海外の
クラブがどのような事業/活動をしているのか興味が
あります。まだ集金係しかしていませんが今期の BF・
IBC 任期中にたくさん経験していきたいと思います。

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

9 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
25 名 出 席 率
0 名 メーキャップ

9 月スマイル報告
0名
2名
7名
34 名
96％
1名

当月

38.000 円

累計

東日本区・富士山部より
113.799 円

ＹＭＣＡ基金
当月

0円

累計

0円

ＢＦ基金(切手)
当月

0kg

累計

熱海ＹＭＣＡより
0kg

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

・熊本大震災
支援募金 協力のお願い

0pt

・11/26(土)中学生英語スピーチ
・11/26(土)コンテスト 開催
・ＹＭＣＡ維持会員募集中

博・堀崎龍夫 連絡先 080-1561-1448

FAX0557-38-8789

