直前会長：飯島 唯志 次期会長：山田 光彦 Ａ副会長：佐藤 諭 Ｂ副会長：菅野 政典 C 副会長：鈴木 敦
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会長：齋藤 福男

【 みんなで 輪、話、和 】 Together with all “Circle,Talking,Fellowship ”
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

CHARTERED
OCT.４.１９７６

国際会長: Henry Grindheim（ノルウェー）
“Fellowship across the Borders”
アジア会長: Tung Ming Hsiao（台湾）
“Respect Y’s Movement”
東日本区理事: 栗本 治郎（熱海クラブ）
“広げよう ワイズの仲間”
富士山部部長:加藤 博（熱海グローリークラブ）
“生き活き仲良し 富士山倶楽部”
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今月の聖句
もし、あなたがあなたの神、主の声に聞き従うならば、このもろもろの祝福はあなたに
及ぶであろう。あなたは町の内でも祝福され、畑でも祝福されるであろう
申命記

第２８章 第２節～第３節

第 41 代飯島会長より第 42 代齋藤会長へ
７月例会プログラム 第 491 回
日 時･･･７月 10 日(月)18：30～21：00
会 場･･･暖香園 ル・オール会議室
受 付･･･浦頭 薫君・野村慶和君(ビジター)
司 会･･･鈴木 敦君
・開会の言葉
菅野政典君
・ワイズの信条
三島幸枝君
・ワイズソング
一
同
・会長挨拶
会長 齋藤福男君
・ゲスト・ビジター紹介
会長 齋藤福男君
・富士山部部長公式訪問挨拶
部長 加藤 博君
・来賓挨拶
御来賓の皆様
・食事(食前の感謝)
安藤真範君
・書記報告
書記 内山雅裕君
・誕生・結婚祝
親睦委員会
・富士山部各クラブ会長挨拶
各クラブ長
・スマイル
親睦委員会
・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
堀崎龍夫君
・例会終了後
臨時総会

Congratulations！
７月お誕生日
１０日
１４日
２９日

齋藤福男君
久保田康正君
及川泰広君

メネット
１５日 及川香穂里さん
１８日 菅野直美さん

７月結婚記念日
１５日

菅野政典君

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

会長所信「みんなで 輪、話、和」

伊東クラブ 第 42 代会長 齋藤 福男

この伝統と歴史ある伊東クラブの 42 代会長を務めさせて
いただきます齋藤福男です。よろしくお願いいたします。
現在当クラブの会員数は 27 名で、私が入会した 2008 年度
の 42 名をはるかに下回っており非常に寂しい状況です。
毎年「メンバーを増やせ！」と会員増強が叫ばれるなか、
メンバーの高齢化等と共に今なお減少をたどっておりま
す。そんな中、近年少数でも若手新入会員や女性会員の入
会があり本当にうれしい次第です。 「何がいけないの
か？」もう一度皆でよく考えたいと思っています。本年度
は東日本区の会員増強事業主任、富士山部の会員増強事業
主査が当クラブより選出されており、また近隣クラブに
は、東日本区理事、富士山部長もおられます。「広げよう
ワイズの仲間」と共により一層 「頑張らなくては」
・・・・
という気持ちになってまいりました。
経験豊富なよき諸先輩方からのご指導を仰ぎ、また若きす
ばらしい仲間たちの知恵と発想を借り「何事にも皆で一緒
に取り組み、やりがい・達成感・楽しさ」を分かち合って
行きたいと思います。私たち一人一人がワイズメンとして
の自覚と誇りを持ち、我クラブの発展に尽力できるよう、
皆様のご協力の程、お願いいたします。

YMCA チャリティーラン

YMCA 青少年委員長 浦頭薫
6 月 10 日(土)第 20 回山梨インターナショナルチャリティ
ーランに参加する為甲府小瀬スポーツ公園補助競技場に
行ってきました。
１チーム 5 名の周回コースを各自 1100ｍ走ります。
伊東ワイズメンズクラブの法被を着ながら、第一走者の私
はいつの間にか本気モード！！第二走者の菊間 Y’s にバ
トンを渡した時の少年のような瞳が印象に残る。第３走者
の榎本 Y’s の快速も後半苦しい...笑
第４走者の堀崎 Y’s！練習で足を故障していたにも関わら
ず、年齢を感じさせない走り！！
最後は飯島会長、この日の為にランニングシューズを購入
し、淡々と走りゴールしました。
設定タイムピッタリ賞を頂き帰路へ。
6 月とは思えないくらい、猛暑の中、同行し応援してくれ
た堀口 Y’s、久保田 Y’s に感謝です。
メンバーの皆様お疲れ様でした。

「一年をふりかえって」

伊東クラブ 直前会長 飯島唯志

おかげさまをもちまして、6 月 30 日をもって会長の任を終
えることができました。
6 月例会の挨拶でも申し上げましたが、7 月のキックオフ例
会ではやたらのどが渇いたことを思い出します。立ち上げ
時より諸先輩方にいろいろご心配をおかけしながら動き出
した 2016 年度でしたが、稲葉書記をはじめとする執行部の
皆様、各委員長、そしてメンバーの皆様の多大なご協力を
仰ぎ、大きな事故もなく無事に各事業・行事を終えること
ができましたことを改めて感謝申し上げます。キャンプ教
室・学童野球協賛・ドッジボール大会・クリスマス家族会・
スキー教室と中には例年と異なった状況下で行った事業も
ありましたが、いずれもスムーズな運営ができたことは伊
東クラブの力があったればこそと思います。彦根シャトー
クラブの 35 周年・DBC 締結 20 周年に大漁旗の交換ができ
たというのも個人的にはうれしい出来事でした。力不足に
て課題や宿題を数多く齋藤会長に引き継いでしまうことを
申し訳なく思いますが、1 メンバーとして協力していきた
いと思います。本当にありがとうございました。

２０１７年度 抱負
会報・ＩT・広報委員会
委員長 勝又秀仁
今年度、
会報・ＩT・広報委員会の委員長を務めさせて頂きます、伊
東クラブで唯一の３０代勝又秀仁です！
今年度初めて会報を担当させて頂きます。
齋藤会長の活動方針にもあります、
ワイズ活動の地域における知名度をさらに高めるに沿いな
がら、今年度、新しく Facebook ページを作り、伊東クラブ
及び YMCA センターの活動状況・富士山部・東日本区・国際
等の情報を収集し、各会員へ伝達する。
同時にメディア等の利用により、
青少年健全育成に向けた活動を通じて、
地域に貢献する奉仕クラブとしての役割を PR していく。
「伊東ワイズメンズクラブ」のブランディングをより一層
高めていくと共に、
会員増強の為のきっかけとなる広報活動を実現していきま
す。１年間宜しくお願い致します！

第 20 回東日本区大会表彰
第１回富士山部役員会評議会

プログラム・ドライバー委員長
久保田 康正

◆理事長賞
東日本区奈良傳賞 梅原敬二 Y’s

◆地域奉仕事業表彰
ＣＳ献金達成賞
一人当たりＡＳＦ献金貢献賞(1 位 1,500 円)
ＦＦ献金貢献賞
◆会員増強事業表彰
ＥＭＣ－Ｃ優秀賞(出席率９９％)

◆国際・交流事業表彰
一人当たりＢＦ献金貢献賞(1 位 5,500 円)
ＢＦ献金達成賞
ＴＯＦ献金達成賞
ＲＭＢ献金達成賞
ＹＥＳ献金達成賞
グランドスラム賞

第 62 回松川タライ乗り競争
CS 委員長

菊間 利夫

7 月 2 日は天候も曇りで暑くも寒くもない絶好のタライ乗
り日和でした今回の乗船？メンバーは、
先頭に菅野 Y’s、2 番目には、山本健 Y’s、3 番目に私、
菊間、最後に飯島 Y’s の配列。
四捨五入をすると全員 50 歳の比較的若いチームでの参加
となり、
毎回 3 チーム中 3 位の中、案の定、今回もゴール 20ｍ手前
まで 3 位、1 位でゴールした競輪選手チームを見ながら最
後のまくりで、見事２位になることが出来ました！！
応援して頂いた方、ありがとうございました。
最後に、ゴール地点の藤の広場にパトカーと白バイがあっ
たんですが、とある市議会議員さんと衆議院秘書の 2 名が
よからぬことにより逮捕！！！
証拠の写真もこの通り！
(予行練習にならないといいですが…笑)

第１回富士山部役員会評議会が７月１日熱海 YMCA で開催
された。
役員会・評議会での内容が同じの為評議会について報告い
たします、
１号議案会計予算訂正の件区補助金 300 円が 500
円に増額エクステーション活動費 40,000 円を計上
2 号議案部事業計画案
地域奉仕事業 新しい事業の推進、会員増強事業 部とし
てはエクステーションを中心に推進、国際交流事業 献金
100％達成特に RBM は増額献金、ユース事業 YMCA に所属
するボランティアリーダーと考えるより富士山部独自の支
援の方法を考える等の議案が承認された。
各クラブ会長よりも事業の報告され地域クラブ特徴がでて
いたと思います、来年沼津クラブで第２１回東日本区大会
をホストの協力をお願いしたいとの報告がありました。
ＹＭＣＡ青少年キャンプ教室
目的：自然の中の活動を通して、自然と親しみ、その美し
さ,不思議さ、厳しさを教えられ、自然を教師として、自然
を友として遊ぶ楽しさを体験させる。
キャンプファイヤー、ゲームなど楽しい企画を用意してい
ます。
日時：平成２９年７月２９日（土）～７月３０日（日）
場所：伊東市青少年キャンプ場（さくらの里隣り）
参加資格：小学校３年生・４年生
参加費：５,０００円（スポーツ傷害保険加入費含む）
募集人員：１８０名
イベント写真館

運営委員会だより

例会だより

7/1（土）富士山部第 1 回役員会・評議会
牛田・ 熱海センター

齋藤・久保田・ 2017 年 6 月 12 日･飯島丸最終帰港。最終例会の司会は、
久保田 Y’s で始まり、安藤 Y’s のワイズの信条・ワイズ
ソングに続き飯島会長の挨拶では先日の東日本区大会表彰
7/2(日)
では梅原 Y’s の奈良傳賞の受賞をはじめ、
第 62 回松川タライ乗り競走参加 菊間・飯島・菅野・山 BF 献金･第 1 位、ASF 献金･第 1 位、CS 献金達成賞、出席率
本（補欠）
4名
９７％、等の実績を残し、又 1 年を通じ色々な経験を会長
としてさせてもらうことができた。と最後の挨拶を締めく
7/4(火)
くりました。
市長表敬訪問/市内メディアへの挨拶(市長・教育長・CVA・ 結婚･誕生祝いに続き、野村 Y’s の食前の感謝。スマイル･
伊豆新聞）14：30 市役所集合
書記報告、出席率･スマイル報告で最終例会は終了しまし
会長 鈴木敦 佐藤 稲葉 山田 久保田 榎本
た。
＊書記欠席のため
そして定時総会が始まり、事業計画･予算案が齋藤次期会長
予定 伊豆新聞⇒CVA⇒市長（14：30）⇒教育長（15： から提出され満場一致で承認され、飯島会長から齋藤次期
00）
会長にギャベルが手渡されました。
7/7(金)
日本 YMCA 同盟よりテント 1 張寄贈 引渡し式 東京四ツ谷
事務所 久保田

7/10(月)までに 前期半年報 富士山部長に提出 27 名分
7/10(月)
2017 年度初例会 栗本東日本区理事・大川東日本区書記・
榎本会員増強事業主任(伊東)
・加藤富士山部部長 公式訪問
・見学者：古田ﾀｲﾙさん 榎本確認
・例会終了後 *臨時総会 *次々期役員/次々期会長選考委
員 選挙 該当者 名

記

勝又秀仁

お知らせ
◆富士山部各クラブ初例会日程 ※はホストクラブ
7/14(金) 御殿場※・三島・沼津 東山荘
7/19(水) 下田
いそかぜ
7/24(月) 熱海
KKR ホテル
7/25(火) 富士宮※・富士
富士宮パテオン
7/26(水) 熱海グローリー
KKR ホテル
◆クールビズについて
7 月は極力ネクタイ着用、8～10 月、2017 年 6 月を対象

7/22(土)新旧役員歓送迎会＆新入会員歓迎会
於：はるひら丸

他クラブ訪問記録
6/3(土)～4(日) 第 20 回東日本区大会 13 名
飯島唯志君・稲葉富士憲君・浦頭 薫君・梅原敬二君
榎本博君・勝又秀仁君・久保田康正君・齋藤福男君
佐藤諭君・杉本隆夫君・野村慶和君・堀口正作君・
山本 健君
6/21(水)下田 3 名 飯島唯志君・牛田俊夫君・堀口正作君
6/21(月)熱海 3 名 久保田康正君・浦頭薫君・金子正樹君
６月例会報告
在籍者
28 名 コメット
0名
功労会員
0 名 ゲスト
0名
広義会員
名 ビジター
3名
療養会員
１名 メーキャップ
１名
出席者
25 名 出席者総数
25 名
メネット
名 出席率
93％
６月修正出席率
96％

◆Facebook QR コード作成しました
第４９２回 ８月例会予告
と
き
８月１４日(月)
受
付
山本 健君
司
会
プログラム委員会
開会の言葉
杉本 隆夫君
ワイズの信条
浅倉 秀行君
食前の感謝
榎本 博君
私のコーナー
金子 正樹君
閉会の言葉
堀口 正作君
スマイル報告
注意事項
今月の例会費、
当月 48000 円 累計 460799 円
\２０，０００円
ＹＭＣＡ基金
お忘れなくお願いします
当月
円 累計
円
ＢＦ基金(切手)
熱海ＹＭＣＡ報告
当月
kg 累計
kg 7 月 2 日(木)
理事・役員会開催
ＢＦ現金
出席：牛田理事
当月
pt 累計
pt

会報委員会 委員長：勝又秀仁 副委員長：飯島唯志 委員：牛田俊夫・浅倉秀行・山本健 TEL0557-45-3675 FAX0557-45-3555
会長宅 〒414-0043 伊東市新井 2-10-11 TEL：0557-36-0682 FAX：0557-35-9282 e-mail: info@touken-izu.jp

