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国際会長: Moon Sang Bong（韓国）

2018 年度

“Yes, we can change”

アジア会長: 田中博之（東日本区）

Ｃ副会長：久保田康正
次期会長：久保田康正 Ａ副会長：梅原敬二 Ｂ副会長：鈴木 敦
書記：金子正樹 副書記：榎本 博 会計：山本 健
会長：山田光彦 直前会長：齋藤福男

“ Develop the service and our friendship ”
【奉仕と友情の輪を広げよう】
会長主題：

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 ”

“ 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

“Action”
伊東ワイズメンズクラブ
CHARTERED
OCT.４.１９７６

東日本区理事: 宮内友弥（東京武蔵野多摩クラブ）

月

“為せば、成る”

実帆（沼津クラブ）
“生き活き！ ワクワク！ 仲間と共に！”

Vol.504

富士山部部長: 渡邉

発行：2018/8/9

わたしたちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。
『コリントの信徒への手紙二』4 章 18 節から

2018 年度 7 月例会 山田光彦会長 挨拶

日
会
受
司

時…
場…
付…
会…

8 月 13 日(月) 18：30～21：00
暖香園 ル・オール会議室（2 階）
鈴木 敦君・山本 健君（会計）
榎本 博君

・開会点鐘
会長 山田 光彦君
・開会の言葉
菅野 政典君
・ワイズの信条
内山 雅裕君
・ワイズソング
一
同
・会長挨拶
会長 山田 光彦君
・ゲスト/ビジター紹介
会長 山田 光彦君
・書記報告
書記 金子 正樹君
・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
伊東消防署 救急隊 第一班
・私のコーナー
金子 正樹君
・出席率・スマイル報告
担当委員会
・閉会の言葉
稲葉富士憲君
・閉会点鐘
会長 山田 光彦君

August
お誕生日おめでとう！
24 日 菅野 政典君
13 日 三島 幸枝君
19 日 菊間 利夫君
28 日 古田 耕司君
30 日 野村 慶和君
31 日 浅倉 秀行君
14 日
16 日

山田
金子

睦子さん
雅子さん

結婚記念日おめでとう！
19 日 浅倉 秀行君
15 日 菅野 七瀬さん

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
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山田光彦
あ会長としての最初の行事は第 63 回松川タライ乗り
競走でした。暑過ぎる天候の中、私と菊間 Ys･浅倉 Ys･
古田 Ys の 4 名はスタートからの好調を維持し 1 位で
ゴール。団体戦で優勝という輝かしい成績を収めまし
た。会長として誠に幸先の良いスタートをきれたと思
います。初例会当日も大雨が降ったのですが開会時刻
には晴れあがり、これも良いスタート。開会点鐘･ワイ
ズソングとプログラムが進み、緊張をほぐす為いつも
より大きな声で歌ったせいか会長挨拶も何とかやり遂
げ、ホッと一息をついたところで来賓の小野伊東市長
からお祝いの言葉を頂きました。その後、私が所属する神輿同好会の若雄会からも、お祝いをしてもら
いました。友人やワイズメンバーに支えられている事に感謝し会長という大役を務めたいと思います。
会

金子正樹
あ 7 月 3 日(火) 今年度役員（山田会長・梅原 A 副・
鈴木 B 副・久保田 C 副兼富士山部会員増強事業主
査・榎本副書記・金子）の 6 名にて、CVA・市役
所及び伊豆新聞を訪れました。CVA では、小川社
長に対応していただき、和気あいあいとした会話の
中、しっかりと暑中見舞いの広告を頼まれました
（笑）。続いて伊東市役所にて、小野市長・高橋教
育長を表敬訪問。小野市長を前に、山田会長は照れ
臭そうに挨拶をし、市長・教育長より「青少年育成
のために頑張っていただきたい」との励ましをもら
いました。その後全員で記念撮影をして伊豆新聞
へ。手違いで少々待たされましたが、田中社長に対
応していただき、ワイズの活動を応援して下さると
の言葉を頂きました。山田丸のスタートです！
書記
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長

榎本 博
あ 7/29(日) 台風 12 号の影響で、山田会長が経営
する「海の家うさみかん」の 1 階部分が流され、
大きな被害を受け復旧作業の為に評議会への出席
が出来なくなった。評議会では渡邉実帆部長が前期
半年報等の報告。各クラブ活動方針では山田会長に
代わり金子書記が努めた。議案審議での特出は…現
在、富士山部部長が兼務するメネット委員を専任配
置する議案。提案趣旨・内容共に良く分かるが、区
メネット委員会からの活動/依頼/情報等が明確に
各クラブへ伝達されれば現状でも良いのではと個
人的には思う。この議案は継続審議事項となった。
今期富士山部は 183 名となり 2017 年度前期より
4 名減でのスタートである。どのクラブも会員増強
を 1 番に考えている事が伺えた評議会であった。
副書記
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内山雅裕
あ今期親睦委員会の初めての行事、「新旧役員歓送迎会及
び新入会員歓迎会」は、7 月 21 日（土）ホテル暖香園で
開催されました。厳しい予算設定にもかかわらず、梅原暖
香園隊長の若女将への説得により、言い値で OK(笑)！式
典の方は、開会の言葉から始まり、直前会長、直前役員へ
の花束贈呈、新入会員花束贈呈とスムーズに進みました。
そして、いよいよ宴会。ここからが今期親睦委員会の見せ
所。一味違うところをみせるため、コンパニオンさんはラ
ンウェイ入場。お酒が入れば、良いのか悪いのかいつもの
伊東クラブ。いろいろ考えた宴会芸もそっちのけで、あっ
というまに 1 次会が終了しちゃいました。2 次会も全員参加でカラオケ大会に突入。この辺からイマイ
チ記憶がありません。ともあれ伊東クラブみんなの笑顔があったことだけは確かだったような…。親睦委
員会のみなさん、盛り上げてくれてありがとう！
親睦委員長

写真

写真

写真

写真

写真

写真

写真

写真

梅原敬二
あ今期、伊東クラブＡ副会長と
して、会長・委員長を補佐し、
一年間皆さんと一緒にワイズ
活動をします。非力な私ではあ
りますが、力の限りを尽くす所
存です。事業はもちろんのこと、会長を中心に親睦
も大切にして行きます。ワイズの信条「会合には出
席第一、社会には奉仕第一を旨としよう」を実践し
ましょう。皆さんの協力なくしては、出来ないこと
です。宜しくお願い致します。

鈴木 敦
あワイズメンズクラブが全国的
な会員数の減少により勢力を弱
めつつある中、伊東クラブは、
人数の減少はあるものの各事業
を精力的にこなし、青少年の健
全育成に貢献しているものと自負しています。B グ
ループは対外的な活動が主ですので、各委員会から
の活発な情報発信によって広く市民にアピールし、
会員増強につなげたいと思います。皆様のご協力を
宜しくお願い致します。

あ

あ

Ａ副会長

久保田康正
あクラブ内の結束を強め、5 年
後 10 年後の目標を達成するに
は、どのようなクラブ運営をす
ればよいのか考え、努力して行
きます。E・M・C（クラブ拡
張・会員増強・維持啓発）セミナーを定期的に開催
し、会員の減少により事業の消化が難しくなってい
る現状を打破すべく、会員増強を最優先とします。
全員が同じ考えを共有し、目標達成を図れるような
環境作りをしたいと思います。
Ｃ副会長
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Ｂ副会長

山本 健
あ建設現場で、大工や左官の作
業がしやすいよう、支えるのが
足場だ。会計の仕事も、みんな
が活動しやすいよう、金銭面か
ら支える役割を担っている。得
意の支え技で、伊東クラブをしっかりと支えます。
山本がパソコンで文字を入力すると、１本の指のタ
ッチで 3 文字表示されると考えているあなた、間違
いです。指は太くとも、繊細かつ緻密な私の姿を、
会計の役割を通してお見せします。
会

計
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7/10(金)

前期半年報 富士山部 渡邉部長に提出済

7/21(土)

新旧役員歓送迎会＆新入会員歓迎会 開催（ホテル暖香園）

7/24(火)

静岡県ドッジボール協会 山本昭男氏（理事長）と
顔合せ/打合せ・他（次回打合せ：10 月）
出席：山田会長・鈴木 B 副会長・菊間 CS 委員長・榎本・
久保田・山本（紹介者）6 名

7/27(金)

社会を明るくする運動 伊東市大会（伊東市観光会館別館）
出席：山田会長・稲葉・金子・久保田 4 名

7/29(日)

富士山部 第 1 回評議会（ニューウェルサンピア沼津）
出席：金子書記・榎本副書記・久保田 C 副会長

8/4(土)～ 5(日)

YMCA 青少年キャンプ教室 開催 参加者：186 名

8/10(金)

第 72 回按針祭式典 出席：山田会長・稲葉・榎本・金子
伊東市観光会館ホール 15：00～

8/15(土)までに

*東日本区費 前期分納入（＠7500×登録会員数 24 名）
*ハンドブック＆ロースター代（東・西日本区 発注分）
*富士山部費 前期分納入（＠2000×登録会員数 24 名）

9/22(土)23(日)

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

予備日：9/24(月)・29(土)
富士山部 部大会 会場：ニューウェルサンピア沼津
登録料￥6000- 受付 10：30～
部会 11：00～12：00 懇親会 12：15～13：45
締切り 9/15(土)

9/30(日)

★承認事項★
・7/9(月)7 月例会後の役員選考委員会 委員選出選挙にて決定しました
●稲葉富士憲君と梅原敬二君が委員会に加わります
・9 月例会にて伊東高校定時制に助成金贈呈
・菊間利夫君♡治代さんが 2017/5/31 に銀婚式を迎えました
Xmas 家族会で記念品を贈呈します
・三島幸枝君のご子息 寛之君 23 歳が 2018/4/3 に結婚されました
お祝いを贈呈します

7/9（月）山田丸（第４３代会長：山
田光彦君）の出航です。鈴木 敦 Ys の
司会進行で、会場は和やかなムード。
「緊張している山田会長を優しく見守
って下さい！」と第一声。山田会長の
初の開会点鐘で身が引き締まる。開会
の言葉は堀口正作 Ys。会長挨拶では「元
気なクラブ作りを目指す」と言われ、
また…「自分は人前で話すのも、勉強
も苦手だが、３ヶ月後、６ヶ月後には
話が上手くなったと言われるように頑
張りたい」と笑いを誘った。来賓とし
て小野達也伊東市長、高橋雄幸伊東市
教育長が出席してくださり、小野市長
は「山田会長は同級生であり、切って
も切れない仲、何事にも一生懸命に取
り組むことの出来る男」と言われた。
高橋教育長は伊東クラブの青少年健全
育成事業に触れ「子供達から人気の高
い事業なだけに今後も継続して欲し
い」と話された。山田会長が所属する
神輿同好会の若雄曾メンバーが駆けつ
け、山田会長を神輿に乗せ、会長メネ
ットの睦子さんが祝いの甚句を披露し
てくれました。タライに乗れば優勝す
るし、渡邉実帆富士山部部長の主題「生
き活き！ワクワク！仲間と共に！」を
実践するスタートができました。閉会
の言葉は梅原敬二 Ys … 出席の皆さま
へのお礼と会員数を 30 名にしたいと
熱く語り、第 503 回 7 月例会は閉会
となりました。
記：浦頭 薫

・クラブ選出の出向役員（富士山部・東日本区）に記念品の贈呈
・彦根シャトークラブとの交流については、今期は次年度へ見送ります
但し…有志での訪問を検討する
第３回 運営委員会は 8/30（木）です！
8 月例会 卓話者 紹介

堀口正作 Ys

・伊東消防署 救急隊 第一班
・出席予定：隊長:村田浩之様・他 3 名
・内
容：ワイズで初期対応できる事を学ぶ・他
・紹 介 者：鈴木 敦 Ys
他クラブ訪問記録
7/10(火)沼津・三島・御殿場クラブ
7/11(水)富士・富士宮クラブ
7/18(水)下田クラブ
7/23(月)熱海クラブ
7/25(水)熱海グローリークラブ

山田会長・梅原・金子・久保田
山田会長・金子・久保田
山田会長・稲葉・牛田・榎本・堀口
山田会長・牛田・梅原・榎本・齋藤・佐藤
山田会長・牛田・榎本・久保田・鈴木

7 月例会報告
24 名
0名
2名

コメット
ゲスト
ビジター

0名
2名
38 名

療養会員
出席者

0名
19 名

メーキャップ
出席者総数

1名
59 名

出席率

86％

メネット

0名

7 月例会修正出席率 91％

と
き・・・9 月 10 日(月)
受
付・・・・野村 慶和君
司
会・・・・菊間 利夫君
開会の言葉・・・・古田 耕司君
ワイズの信条・・・佐藤
諭君
食前の感謝・・・・安藤 真範君
私のコーナー・・・浅倉 秀行君
閉会の言葉・・・・勝又 秀仁君

スマイル報告

在籍者
功労会員
広義会員

当月

83000 円

累計

83000 円

ＹＭＣＡ基金
当月

0円

累計

0円

ＢＦ基金(切手)
当月

0kg

当月

0pt

累計

0kg

ＢＦ現金

【会報/ＩＴ/広報委員会】委員長：稲葉富士憲

累計

梅原敬二 Ys

0pt

東日本区・富士山部
【強調月間】
ommunity ervice
地域社会/隣人奉仕活動
熱海ＹＭＣＡ報告
・9/9(木)理事会＆ＢＢＱ
・YMCA 維持会員募集
ご協力をお願いします。

副委員長：野村慶和 委員：浦頭 薫・榎本 博・古田耕司

