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【 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）
“Let Us Walk in the Light – Together”
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
わたしのいましめは、これである。
わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互に愛し合いなさい。
ヨハネによる福音書

第１５章

第１２節

伊東高校定時制へ助成金を贈呈
10 月例会プログラム 第 494 回
日 時･･･10 月 9 日(月・祝)18：30～21:00
会 場･･･暖香園 ル・オール会議室
受 付･･･菊間 利夫君
司 会･･･菅野 政典君
・開会の言葉
浅倉秀行君
・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 齋藤福男君
・ゲスト・ビジター紹介
会長 齋藤福男君
・食事(食前の感謝)
山田光彦君
・書記報告
書記 内山雅裕君
・誕生・結婚祝
親睦委員会
・スマイル
親睦委員会
・委員会報告
各委員会
・卓話
宮川正生先生
・私のコーナー
内山雅裕君
・出席率・スマイル報告
担当委員会
・閉会の言葉
牛田俊夫君

１０月 誕生日・結婚祝い
お誕生日おめでとう！！

６日
２３日
２５日
３１日

堀崎龍夫君
山田光彦君
浦頭 薫君
金子正樹君
メネット
８日 牛田愛子さん
３０日 久保田直子さん
結婚記念日おめでとう！！

１６日 牛田俊夫君（40 年❤）
２３日 齋藤福男君
２３日 鈴木 敦君
３１日 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

古田耕司君 入会式＆自己紹介

第 2 回伊東ワイズメンズクラブ杯学童野球大会

9 月例会にて古田耕司君の入会式が行われました。

CS 委員長 菊間 利夫
9 月 17 日からの予定でしたが、台風接近の影響により延
期となり、23 日と 30 日に市営かどの球場にて試合を行い
ました。市内のスーパージュニア大会
（男子は 4 年生以下、
女子は 5 年生以下）はこの大会しかなく、多くのチームが
1 年生もレギュラーで出場しないと人数がそろわないケー
スが多く見受けられました。また外野は低学年が守ってい
るチームが多いため、外野にボールが飛んでいくとほとん
このたび 9 月より伊東ワイズメンズクラブへ入会させても

どが長打となってしまいました。打線に関しても、上の学

らいました古田耕司です。八幡野で父親とともにタイル工

年の上手な子から打っていくのですが、下位打線になると

事業を営んでいます。生まれも育ちも八幡野です。今まで

三振してもまだバッターボックスに残っている子供も見

の人生で社会人になって 30 年余りの間、特定の団体に所

られるなど、まるでヘルメットが歩いているかのような低

属したのは地元の消防団くらいでしたので 7 月の例会見学

学年の子供たちにとって良い経験の場であり、高学年の大

では初めてな事だらけからの不安や戸惑いもありました

会に出る前のいいステップの大会だなと感じました。ルー

がいまではメンバーの皆様が温かく迎え入れてくれたお

ルに関しても、ピッチャーは一日最大 5 イニングまでとす

かげもあり新鮮な気持ちで気分よく伊東クラブの活動に

る等、子供の将来のためを思ってよく考えられていると思

参加させていただいています。子供たちの育成や地域活動

いました。しかしながら準決勝、決勝くらいになると十分

の手伝いをさせてもらいながら自分を見つめなおす機会

見応えもあり、決勝戦では富士見ファイターズが富戸ジュ

や己を磨くチャンスととらえて皆様と共に活動していこ

ニアを４－１で下し優勝を飾りました。私達の時代はこの

うと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

ような低学年の大会はなかったので今の子供たちは幸せ
だなぁと感じ、年をとっていく自分に気づきました。

第 40 回富士山部部会

松川おそうじ大合戦

～秋の陣～

直前会長 飯島 唯志

CS 委員 三島 幸枝

9 月 24 日(日)、
熱海 KKR ホテルにて記念すべき第 40 回富

澄みきった青空の下、さわやかな秋の風を感じながら、社

士山部部会が開かれ、
齋藤会長をはじめ榎本 Y’s、
久保田 Y’s、

会奉仕活動の一環として 10 月 1 日（日）松まち会 主催

浅倉 Y’s、牛田 Y’s、梅原 Y’s、野村 Y’s、堀口 Y’s、私飯島

の『松川おそうじ大合戦！』に 伊東ワイズメンズクラブ 8

の 9 名で参加してきました。まず開会に先立ち故竹内敏郎

名（斎藤 Y'S・梅原 Y'S・飯田 Y'S・榎本 Y'S・飯島 Y'S・

Y’s を偲んで黙とうをささげ開会点鐘。加藤富士山部部長

菊間 Y'S・古田 Y'S・三島 Y'S）のメンバーで 参戦してき

の挨拶のあと来賓挨拶では熱海クラブの栗本治郎東日本

ました。絶好のお掃除日和で 、飯島 Y'S・古田 Y'S は川の

区理事よりお話が。主題でもあります会員増強のことはも

中に入っての作業でした。その他のメンバーは、川岸で人

ちろん、身近な熱海の例を紹介し CS 活動などにももっと

工ゴミの回収作業。
（空き缶やペットボトル、タバコの吸

広報活動を取り入れてみるのも様々な活性化につながる

殻など・・・）市民や観光客が、きれいな松川を楽しめる

だろうと。また、国際関係の話として RBM の延長、新ク

ようにと、皆で汗を流しました。たくさんのゴミを回収し

ラブ設立に関する変更点、国際投票権の有資格条件の変更

た後（本当は、たくさん あっては困るのですが…）ワイ

等があったことが紹介されました。その後東日本区事業報

ズメンバーで 記念撮影をし、解散しました。とても気持

告・富士山部事業報告。
（榎本会員増強事業主任の話がと

ちのいい朝でした。

ても分かりやすくてよかったです！と後の懇親会で他ク

追伸:梅原 Y'S の軍手のはめ方が とってもお洒落で素敵で

ラブの方に言われました。
）そして前年度表彰・感謝状贈

した（笑）
（参加した方しかわからないネタです）

呈が行われ 2016 年 10 月以降の新入会員紹介。伊東クラブ
では浅倉 Y’s が紹介されました。閉会点鐘のあと会場を移
動して記念撮影。第 2 部懇親会。華志づ本ローズ一座の歌
謡ショーではやや懐メロに乗せて芸者衆の創作劇（？）と
いうのかな？思い思いに飲み食い親睦を深めました。富士
山部部歌は沼津の渡邉次期部長のリードによるノンオケ
で締め。第 21 回東日本区大会にも全員登録を！とアピー
ルもされて終了しました。出席の皆さん、お疲れ様でした。

10 月例会 卓話者紹介
講師

宮川正生

先生

演題「知ってて良かった薬物乱用防止」
昭和 21 年 1 月 9 日 熊本県生まれ
医薬品販売業・登録販売者
平成元年

みやがわ薬局

伊東ライオンズクラブ入会

平成 21 年

〃

幹事

平成 25 年

〃

第 53 代会長

平成 28 年

ライオンズクラブ国際協会
334-C 地区 4R1Z 青少年薬物乱用防止委員長

ライオンズクラブ国際協会
薬物乱用防止認定講師
静岡県薬物乱用防止指導員
静岡県アイバンク評議員

運営委員会だより

例会だより
9 月 8 日(金)
9 月 11 日(月) 18:30 より 9 月例会。本日は伊東高校定時
コピー機を新規複合機種に取り換え。カルタンにより設置。 制への助成金贈呈のため、取材が来ておりました。定刻通
9 月 12 日(日)
りに飯田 Y’s の司会進行でスタートしました。
ふれあい広場用バザー献品を社会教育センターに持参。 齋藤会長の開会点鐘、梅原 Y’s の開会の挨拶、ワイズの信
5 名 11 点を贈った。菊間 Y’s、榎本 Y’s、久保田 Y’s。 条は自分でした。頑張ったのですが噛みました(-_-;) そし
9 月 23 日(土・祝)
てワイズソング、会長挨拶並びにゲストビジターの紹介。
第 2 回伊東ワイズメンズクラブ杯学童軟式野球大会協賛
今月は卓話の先生がお見えになっておられ篠原憲先生をご
9 月 24 日(日)
紹介いたしました。そして例年のことになっておりますが
第 40 回富士山部部会開催。於：熱海 KKR ホテル
伊東高校定時制への助成金贈呈。菊池教頭先生にお越しい
受付 13 時～、開会 13 時 30 分～。
ただき助成金を贈呈いたしました。また、菊池先生には定
齋藤会長、榎本主任、久保田、飯島、牛田、梅原、
時制高校の現状などをお話しいただきました。そのあと、
堀口、野村、朝倉の 9 名出席。
いよいよ今年度最初の入会者古田耕司君の入会式が執り行
9 月 30 日(土)
われました。また 1 人ワイズの仲間が増え、共に頑張って
学童軟式野球大会 2 日目
いきたいです。
10 月 1 日(日)
おいしい食事をいただいたあと書記報告、誕生・結婚祝い。
松川おそうじ大合戦～秋の陣～ 9:00～ 小雨決行
スマイル報告での金子 Y’s の華麗な回収には脱帽です。
10 月 5 日(木)
卓話では篠原 憲先生による「唐人川と音無用水」という
オレンジビーチ清掃 9:30～ 小雨決行
演題で貴重なお話を伺い水の大切さを今一度知らされまし
各委員会報告
た。そして例会も終盤。出席率 92%、スマイル 30,000 円
プロドラ委員会
が報告され最後に会長による閉会点鐘で終了しました。暑
例会のメンバーの役割が変更有。要確認
さも峠を越え過ごしやすい秋に変わってきました。食欲の
親睦委員会
秋、食べ過ぎに注意してください。
12 月 23 日のクリスマス例会の会場確保。
記 山本 健
青少年委員会
お知らせ
2 月 YMCA スキー教室の準備を始めます。
CS 委員会
東日本区より
学童野球大会 9 月 17 日(日)雨天中止→23 日・30 日
EMC 委員会
九州北部豪雨緊急支援募金のお願いがあり、10 月
東日本区より会員増強ワークシート「アンケート」の
例会にて募金箱を回しますのでご協力ください。
配布、回収の要請がありました。ご協力ください。
熱海 YMCA より、11 月 25 日(土)に第３２回英語スピーチ
コンテストが開催されます。詳細は後日発表します。
承認事項
病気入院の堀崎龍夫君の代わりに梅原敬二君が EMC
委員長に選任されました。
他クラブ訪問記録
9 月 12 日(火) 甲府 3 名
榎本博君、久保田康正君、牛田俊夫君
9 月 20 日(水) 下田 3 名
牛田俊夫君、飯島唯志君、堀口正作君
9 月 24 日(日) 富士山部部会 9 名
齋藤福男君、牛田俊夫君、飯島唯志君、榎本博君、
久保田康正君、野村慶和君、浅倉秀行君、
堀口正作君、梅原敬二君
9 月 25 日(月) 熱海 2 名
榎本博君、久保田康正君
在籍者
功労会員
広義会員
療養会員
出席者
メネット

9 月例会報告
28 名 コメット
0 名 ゲスト
3 名 ビジター
0 名 メーキャップ
23 名 出席者総数
名 出席率
9 月修正出席率
96％

0名
2名
2名
1名
27 名
92％

伊東ワイズメンズクラブ
Facebook

第 495 回
と
き
受
付
司
会
開会の言葉
ワイズの信条
食前の感謝
私のコーナー
閉会の言葉
当月
当月
当月
当月

11 月例会予告
11 月 13 日(月)
三島幸枝君
佐藤 諭君
山田光彦君
菊間利夫君
勝又秀仁君
浅倉秀行君
金子正樹君

スマイル報告
30000 円 累計 141000 円
ＹＭＣＡ基金
円 累計
円
ＢＦ基金(切手)
kg 累計
kg
ＢＦ現金
pt 累計
pt

連絡事項
新入会員への
サポート等
お願いします。
熱海ＹＭＣＡ報告
11 月 25 日
英語スピーチコンテスト開催
後日詳報

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 FAX0557-54-5700
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

