“Our Future Begins Today”
）

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

“Respect Y's Movement”
伊東ワイズメンズクラブ

CHARTERED
OCT.4.1976

“明日に向かって、今日動こう”

“富士山のように大きな心で奉仕をしよう”

今月の聖句
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
会
受
司

時･･･2 月 13 日(月)19：00～21：00
場･･･暖香園 ル・オール会議室（2 階）
付･･･山田光彦君・杉本隆夫君（会計）
会･･･浦頭 薫君
2 月例会はＴＯＦの為、開会時間は 19：00 です
食事が出ませんので各自済ませて来てください

・点 鐘
会長
・開会の言葉
・ワイズの信条
・ワイズソング
・会長挨拶
会長
・ゲスト/ビジター紹介
会長
・書記報告
書記
・誕生/結婚祝
・スマイル
・委員会報告
・スキー教室全体会/上半期活動報告
・私のコーナー
・出席率/スマイル報告
・閉会の言葉
・点 鐘
会長

飯島 唯志君
安藤 真範君
飯田
進君
一
同
飯島 唯志君
飯島 唯志君
稲葉富士憲君
親睦委員会
親睦委員会
各委員会
各委員会
山本
健君
担当委員会
佐藤
諭君
飯島 唯志君

お誕生日おめでとう！！
メンバー該当者なし
3日

齋藤佳予子さん

結婚記念日おめでとう！！
担当委員会
21 日 堀口 正作君

23 日 山田 光彦君

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

会 長

飯島唯志

1 月 8 日(日)伊東市
観光会館にて平成 29 年
伊東市成人式が行われ
式典に出席してきまし
た。風の強い寒い日で
したが、気持ちを新た
にする 473 名の新成人
が出席し門出を祝いま
した。伊東市少年少女
合唱団の合唱でオープ
ニング。一生一度の晴れ舞台を着飾る新成人を見なが
ら、さて 30 年前の（うわ、もう 30 年も前なのかよと
か驚きつつ）自分はどうだったかな？と考えたり…。
式典の最後に新成人全員で「旅立ちの日に」という歌
の合唱を行いましたがパートに分かれて歌われた合唱
は良かったです。以前にも聞いた記憶がありますが、
あれは事前に練習したの？それともなんか定番もの？
みんな歌えて当たり前なのかな…。また、式典協力と
して出席の勝又 Y’s・菅野 Y’s もお疲れ様でした。

本年もどうぞ宜しくお願いいたします！

次期会長

齋藤福男

次期会長を仰せつかりました斎
藤福男です。この 2 月には次期の役
員構成を運営員会において承認を
頂き、発表とりますので歴代の役員
構成や文献などを参考に昨年より
色々と考えてきました。考えれば考
えるほど悩んだのも事実です。書記は臨機応変に何事
にも対応でき、クラブの全ての記録・報告・伝達事項
の 3 つを通じて会長を補佐し、速やかに通信/連絡する
と共に会員に対して適切なアドバイスなど行いクラブ
の運営・発展に努められる者。副会長は担当委員会を
指導力や経験を持ってリードできる者。会計はクラブ
運営資金の収納/収支管理を厳正にできる者。など本当
に難しく会長の重責に今も頭を痛めております。とは
言え…硬く考えてばかりですと先に進めませんので斎
藤福男のカラーを解ってくれているメンバーを選考さ
せて頂きました。それぞれが経験豊富であり、又、新
鮮味も取り入れようと考えての事です。このメンバー
で伊東クラブの先頭に立ち「何事にも皆で一緒に取り
組み、やりがい・達成感・楽しさ」を分かち合えれば
と思います。活気に満ちた伊東クラブをメンバーの皆
さまのご理解とご協力を頂き作って行きたく思いま
す。どうぞ宜しくお願い致します。

会
長・・・・・齋藤
Ａ副会長・・・・・佐藤
Ｂ副会長・・・・・菅野
Ｃ副会長・・・・・鈴木
書
記・・・・・内山
会
計・・・・・牛田
副 書 記・・・・・山本
会計監査・・・・・杉本
次期会長・・・・・山田

福男
諭
政典
敦
雅裕
俊夫
健
隆夫・野村 慶和
光彦（2018 年度）

上記の通り運営委員会において承認されました

書 記

稲葉富士憲

1 月 15 日（日）富士山部
第 2 回役員会/評議会に飯島
会長以下 6 名で出席。概略
は以下の通り。第 1 号議案
…熱海グローリー加藤博次
期部長の下、次期役員を承
認。久保田 Ys が会員増強事業主査。第 2 号議案…沼
津クラブ渡邊美帆 Ys を次々期富士山部部長に。第 3
号議案…CS 基金 5 万円の配分。第 4 号議案…東日本
区定款見直し。熱海クラブ青木 Ys：国際憲法を訳した
「第 1 に YMCA」という部分を「主として YMCA」
に。第 5 号議案…第 4 号議案と同じ件。各クラブ案。

山田光彦
2018 年度伊東ワイズメンズクラ
ブ第 43 代会長を拝命することにな
りました山田光彦です。私は「自分
を愛するように隣人を愛そう」とい
う言葉が大好きです。自分の事のよ
うに他の人を愛する思いやりを持
つ。今まで出会った人やワイズの仲
間、友達を大切にしたいです。そんな気持ちが一人一
人に伝わればと思います。2008 年 8 月に入会以来、Ｃ
Ｓ/ＢＦ委員長・ドライバー委員長・ドッジボール委員
長・副書記・Ｂ副会長を務めさせて頂きました。これ
らの経験と教えを生かし、今後も地域奉仕・青少年育
成の活動を中心とし、やりがいのあるプログラムとし
て、さらなるワイズ間の交流をも深めていきたいと思
います。会長という大役を務めるには、まだまだ勉強
不足で不安もあります。決して自分一人ではできませ
ん。皆さんのお力をお借りしてクラブ運営に励んで参
りたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

ＣＳ委員会

牛田俊夫

2013 年 度よ
り協賛を始めた
伊東駅伝競走大
会も、第 45 回
を迎えました。
一昨年よりコー
ス変更、また今
年度から閉会式
（表彰式）がメインとなりました。前日より CS 委員
会を中心にフィニッシュ周辺（市役所メイン道路沿い）
にのぼり旗を設置。当日は ARIEL アスリートクラブ
伊東の監督兼選手として出場の伊東クラブメンバー浦
頭 薫君（第 1 区走者）を応援にスタート地点の伊豆高
原旅の駅グランパルポートへ。我々の応援も成果とな
り ARIEL は敢闘賞を受賞^^ 区間新も第 2 区走者が出
しました。表彰式での飯島会長は中学生男女区間賞と
高校生チームへのプレゼンターとして例年以上の出番
で伊東クラブをアピールしてくれました。
こうした CS
活動が近い将来、会員増強に結びつく事でしょう。

正木 薫

2017 年度 会報/ＩＴ/広報 委員長

2014 年 5 月にクラブ入会後、早
いものでもうすぐ 3 年を迎えよう
としています。何が何だかわからな
いうちに、刻々と日々は過ぎてい
き、正直なところあまり貢献も出来
ていない自分自身に、この先どうな
っていくのかな？とふと立ち返っ
てしまう時もある今日この頃です。とはいえ、イベン
トなどで出会う子供たちの屈託のない笑顔や、笑い声
に心癒されながら、今…目の前にあることを一つ一つ
積み上げていくことの大切さも感じています。これま
で、諸先輩方に支えられながら来ましたが、おそらく
これはまだ暫く続くことだろうと思っています。ご迷
惑ばかりお掛けしてしまい、大変申し訳ないのですが、
どうぞご容赦ください。現在、会報・ＩＴ・広報委員
会の委員長ということで役をもらってはいるものの、
実際には委員会メンバーの皆様の力によってかろうじ
てこなしているといった具合です。本当に感謝してい
ます。今期の会報委員会では、
「全員参加！」をモット
ーに、月に 2 回集まって話し合いながら進めています。
次々月号の編集打合せをデザイン、内容、レイアウト
まで細かく話し合ってきました。皆で意見を出しあい
毎回少しずつですが進化しています。印刷や封入作業
で集まる日も、運営委員会の報告や、雑談しながら話
をしているうちに新しい企画やアイデアも生まれ、有
意義なブレスト会議になっています。昨年は伊豆新聞
の編集局長の所へも往訪し、記事づくりのノウハウや
ウラ話なども聞きながら、
「学び」も取り入れてきまし
た。まだまだ足手まといの私ではありますが、こうし
た努力の蓄積が、自分の為だけでなく、クラブの活動
に役立てられていると思うと、とても光栄なことと思
います。この先、残りの任期も「それなりに」しっか
り委員会メンバーと共に、またメンバーの皆様とのコ
ミュニケーションをも深めながら歩んでいきたいで
す。今後もどうぞ宜しくお願いします！
追伸…ようやくデジカメも新規購入しました。

会報委員会

榎本

博

2015 年 11 月に入会の菊間利夫君宅を訪問させて頂きました。利夫君は青学卒
業後、建材商社の勤務を経て創業 51 年…家業である(株)菊間材木店の代表を現在
努めております。学生時代に知り合い数年後結婚。4 人の男の子をもうけ、美人
の奥様…治代さん・三男:雄斗君 19 才・四男:大夢君(加藤学園高校 2 年)と宇佐美に在住。長男:基希君 24 才はフ
コク生命。次男:大輝君 22 才は横浜国大生。特筆すべきは大輝君…近年初等教育を受ける児童数が急速に増加し
ているラオスに小学校を建設しようと周旋奔走中。DNA は父親譲りのワイズメン！今期 CS 副委員長・親睦委
員を努められている事も利夫君の話を聞いて納得。どんな事にも「挑戦」と言い、奥様・子供達へのサービス
を 1 番に、地域社会・そしてワイズにと「前向きに取り組む」という姿勢には気持ちの大きさを感じました。

1/15(日)

1/22(水)
2/5(日)
2/13(月)
2/15(水)
2/18(土)～
19(日)
2/18(土)

3/4(土)5(日)
3/6(月)
4/15(土)

第２回富士山部 役員会・評議会 樟泉閣（富士市）
出席：飯島会長・稲葉書記・佐藤Ａ副会長
勝又Ｂ副会長・杉本会計・久保田直前部長
※半年報 報告 富士山部：190 名増減 0
ボーイスカウト賀詞交歓会 出席：飯島会長
第 45 回伊東駅伝競走大会 協賛
区間賞 副賞（中学生男女 各 5/計 10）
2 月例会 TOF 例会の開催 開会時間 19：00～
2016 年度各種献金 締切り
ＹＭＣＡ青少年スキー教室 参加者数：80 名
サンメドウズ清里スキー場/羽村市自然休暇村(宿泊)
沼津クラブ 50 周年記念例会
会
場：ニューウェルサンピア沼津
受
付：10：30～ 記念式典：11：00～
記念講演：13：00～ 懇 親 会：13：00～
登 録 料：￥6.000次期クラブ会長・部役員研修会 会場：東山荘
第 2 回 ＥＭＣセミナー開催 会場：特別会議室
彦根シャトークラブ 35 周年記念例会
会
場：エクシブ琵琶湖
受
付：16：30～
記念式典：17：00～
記念パーティー：17：45～
登 録 料：￥10.000-

●クラブバナーのレプリカ作成 承認（オリジナルは額入り保存予定）
●次期（2017 年度）クラブ役員 承認
●次期（2017 年度）Ｃグループ 2 分割 議案提案 承認
*EMC/会員選考/訪問 委員会 *文献管理/会則研究 委員会
●YMCA スキー教室 横断幕作成 承認
●ミニバナーは生地・デザインなど選定中
●会報委員会…カメラ購入させて頂きました
●親睦委員会…彦根シャトー35 周年記念例会に親睦旅行を兼ねます
●YMCA 青少年…2 月例会でスキー教室の全体会議を行います
●ＣＳ委員会…・2/5(日)第 45 回伊東駅伝競走大会 協賛
●ＣＳ委員会…・お年玉年賀切手シート収集（2 月/3 月例会にて）
●ＣＳ委員会…・プルタブ・エコキャップの収集をしますので 4 月末
●ＣＳ委員会…・迄にセンターにお持ち願います（名前記入のこと）
●EMC…委員会…3/6(月)第 2 回 ＥＭＣセミナー開催 特別会議室にて
お年玉年賀切手シートの収集をしますのでお持ち願います
当選番号：45・51（シート１枚：￥134-）
23 枚以上（￥3000-以上）or ○○枚＋現金＝￥3000-以上 or 現金￥3000-

新年例会は斉藤プロドラ委員長の司会で
始まり、開会の言葉を野村 Ys・ワイズの
信条を浦頭 Ys、飯島会長は前期の事業で
過去最多参加者数 200 名のキャンプ教
室、初協賛の学童軟式野球大会、市民体育
センターが耐震補強工事の為、規模を縮小
し 20 チーム限定で開催したワイズ杯ド
ッジボール大会などへのメンバーの協力
に感謝。後期は伊東駅伝競走大会協賛、
80 名参加のスキー教室開催など更なる
メンバーへの協力をお願いした。伊東青年
会議所より新役員の土屋理事長と役員 3
名が挨拶に来られた。増田隆富士山部長の
公式訪問では「今年度 190 名でスタート
した富士山部は現在増減 0 で新年迎えた
と報告。第 38 回富士山部会には 100 名
の参加を頂きました」と感謝を述べた。成
人式を迎えた榎本 Ys コメット英恵さんと
山本 Ys コメット翔太君の 2 人に記念品の
贈呈。１月例会恒例の１分間スピーチでは
スマイル片手に「年齢に伴う病気の話」ば
かりが目立った。順番と時間配分の調整・
楽しさをもっと盛込みたかった。記：牛田

・クラブ会則の一部を改正します。
・入会パンフ配布…活用願います！
・東日本区
・インビテーションキャンペーン開催中
・期間：～3/31(金)

*第 9 回運営委員会は 3/31(金)です*
・1/10(火)
・1/18(水)
・1/23(月)

沼津・三島・御殿場クラブ合同 飯島唯志君・齋藤福男君
下田クラブ 飯島唯志君・堀口正作君
熱海クラブ 飯島唯志君・稲葉富士憲君・牛田俊夫君

・1/24(火)

富士宮・富士クラブ合同
飯島唯志君・稲葉富士憲君・牛田俊夫君
熱海Ｇクラブ
飯島唯志君・稲葉富士憲君・牛田俊夫君・金子正樹君

・1/25(水)

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

28 名
0名
1名
0名
26 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
4名
12 名
42 名
96％
1名

と
き・・・・・3 月 13 日(月)
受
付・・・・・正木
薫 君
司
会・・・・・山本
健 君
開会の言葉・・・・・飯田
進 君
ワイズの信条・・・・堀崎 龍夫 君
食前の感謝・・・・・菅野 政典 君
私のコーナー・・・・安藤 真範 君
閉会の言葉・・・・・堀口 正作 君

当月

38.000 円

累計

272.799 円

当月

0円

累計

0円

当月

0kg

累計

0kg

0pt

累計

0pt

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

・2 月：ＴＯＦ強調月間
・ＣＳ写真コンテスト開催

博・堀崎龍夫 連絡先 080-1561-1448

FAX0557-38-8789

