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国際会長：Moon Sang Bong（韓国）
“Yes, we can change”

2018 年度

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

アジア会長：田中博之（東日本区）
“Action”
伊東ワイズメンズクラブ
CHARTERED
OCT.４.１９７６

月

東日本区理事：宮内友弥（東京武蔵野多摩クラブ）
“為せば、成る”
富士山部部長：渡邉 実帆（沼津クラブ）
“生き活き！ ワクワク！ 仲間と共に！”
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愛は寛容であり、愛は親切です。また人をねたみません。
コリント 信徒への手紙Ⅰ 13 章 4 節〜7 節

日
会
受
司

時…11 月 12 日(月) 18：30～21：00
場…暖香園 ル・オール会議室（2 階）
付…内山 雅裕君
会…古田 耕司君

・開会点鐘
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
・食事(食前の感謝)
・スマイル
・委員会報告
・卓 話
伊東市教育長
・私のコーナー
・出席率／スマイル報告
・閉会の言葉
・閉会点鐘
会長

山田 光彦君
鈴木
敦君
菊間 利夫君
一
同
山田 光彦君
山田 光彦君
金子 正樹君
親睦委員会
榎本
博君
親睦委員会
各委員会
高橋 雄幸様
安藤 真範君
担当委員会
浦頭
薫君
山田 光彦君

お誕生日おめでとう！
16 日
29 日

山本
勝又

健君
秀仁君

該当者なし

結婚記念日おめでとう！
13 日
19 日

野村

慶和君
♡明美さん
佐藤
諭君
♡友子さん

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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あ

金子正樹
あさわやかな秋晴れとなった 10 月 28 日(日) 菊
間委員長・梅原 Ys・浦頭 Ys・榎本 Ys・久保田
Ys・古田 Ys・堀口 Ys・自分の 8 人で、創立 15
周年記念樹＋記念碑の周辺整備を行いました。前
回の作業に続き二回目の参加となります！堀口名
監督の指示のもと、順調に作業は進み、休憩。こ
れぞワイズとばかりに、ダジャレと冗談満載の雑
談の花が咲きます。そのうち、グラウンドゴルフ
の話で盛り上がり、綺麗にした記念碑の前で堀口
Ys のクラブを借りて、浦頭 Ys・榎本 Ys プロによる練習が始まりました(笑)日曜日の為、多くの方が
ウォーキング等で楽しんでいて、見ず知らずの方から挨拶されたり、声をかけていただいたりと、と
ても楽しく作業ができました。最後には記念碑の前にて、お決まりの(笑)愉快な記念写真をみんなで撮
影して解散。菊間委員長の段取りがよく手短に終わりました。参加したみなさんお疲れ様でした！！
書記

榎本 博
あ「家で採れたミカンです～」がキッカケとなった今回のファ
ミリー訪問。会報委員会は時折メンバー宅におじゃまし、皆さ
んが知らないであろうパートを紹介します。今回は古田耕司
君。リポーターとして行ったはずの浦頭君は取材よりミカン狩
り。小道具まで用意してきたのに唯一聞いたのがミカンの採り
方と、どの木のミカンが美味しいか？だけ。そんな浦頭君は放
っといて取材開始…ここは伊豆高原駅八幡野口から 3 分の場
所。資材置場に隣接のみかん畑は 500 坪に及びます。祖父か
ら受け継いだものの放ったらかしなのですが美味しく育つ優秀な土壌。動線以外は雑草に覆われ、蚊
と蜘蛛の巣だらけの自然栽培。本業のタイル工事業は耕司君を中心に多忙な毎日。一人息子の虎汰朗君
は東京経済大学の 3 年生。現在、将来を模索中との事。こんな良い環境にあれば人もミカンも順調に、
そして美味しく育つだろうと思えました。土産にもらったバケツいっぱいのミカン…美味かった～！
会報/IT/広報委員

あ
あ

あ

牛田俊夫
あ 10/4(木)7：30、熱海 YMCA センターを出発。参加者は熱海
YMCA の森理事長､小原会計､青木 Ys､鈴木健 Ys､稲田 Ys､長谷川
Ys､鈴木忠 Ys､久保田 Ys､牛田 Ys の計 9 名。茨城 YMCA はつく
ば市東新井の本部事務局を見学し、研修をさせて頂きました。概
要説明では数名の学童保育から始まり、今では専用バスが 10 台
以上用意され、各学年の下校時刻に合わせ学校まで迎えに行くそ
うです。月～金までの週 5 日間実施され、オプションとしてピア
ノ･美術工芸･そろばん･英語クラスなどを設けています。キャンプ
教室も 1 年を通じて、デイキャンプから 4 泊 5 日までのプログラムで、年中･年長、小 1～小 6、中
1～中 3、高 1～高 3 までの 10 コースのキャンプ教室を開催しているそうです。本部センターには
幼保園（保育園と幼稚園のそれぞれの良い特徴を持たせた）を開設し、スタッフは常勤が 20 人位、
お手伝いの方が 30 人位、筑波大学の学生をはじめとする、ボランティア青年達が 20 人位でやって
いるとの事でした。昼食後施設内を見学し、帰路につきました。参加したメンバーご苦労様でした。
熱海 YMCA 理事

あ

久保田康正
あ 10/29(月)ＹＭＣＡ東山荘にて開催され
稲葉富士憲 Ys と私とで参加しました。若手
落語家 藤枝出身の二つ目の雷門音助さん、
山中湖町在住の太神楽曲芸師 鏡味味千代さ
ん、笑点でおなじみの大月市在住 三遊亭小
遊三師匠の 3 名の出演でした。音助さんは若手の落語家らしくはきはきした口調で楽しませてくれ
ました、味千代さんは日本古来の傘回しなどを披露し観客（御殿場クラブ若林会長の御嬢さん）を
舞台にあげ傘回しを教えていました。とりは小遊三師匠 笑点の歴史・裏話から入り 40 分涙を流し
ながら腹をかかえ笑いました。４５０席用意した椅子が足りなく立ち見がでるほどの盛況でした。
Ｃ副会長

あ

稲葉富士憲
あ 10 月 20 日、会報委員会メンバーは、重大な使命をおび
て相模原市の神之川キャンプ場に向かった。来年のキャンプ
教室のための新たな食材の研究、子供の気持ちで見たキャン
プのデータの収集、キャンプ技術の向上が、秘密裏に開いた
数回の会議の結果決まった今回の使命だ。途中、メガドンキ
で食材などを調達する。ステーキ肉、ワイン、パイナップル
などが、買い物かご積みあげられる。鋭いあなたは指摘する
かもしれない。子供のキャンプ教室にステーキとワインが必
要かと。だが、これはあくまでも研究なのだ。新しいキャン
プ教室を模索するためのとてもつらい実験なのだ。キャンプ場に到着すると、早速バーベキュー。４
年かかっても読み切れなかった、学生時代の教科書のように分厚く巨大なアンガス牛を焼く。私がい
い焼き加減とばかりに食べだすと、ほかのメンバー全員から抗議が。「まだ肉が赤いぞ」。しめしめ、
これなら肉を独り占めにできる、私の中の古い DNA が、にたにた笑いながら声をあげる。そうだ私
のご先祖様は、生焼けの肉を食べることで、生存競争に打ち勝ってきたのだ。いい加減酔っぱらった
ところで就寝。榎本ワイズの足が私の体に乗ったときには、貞操の危機を感じたが、何事もなかった。
こうして、与えられた使命の大半は、果たすことはできなかった。しかし、トイレから帰って来た仲
間を「うんこ」と罵倒する我々は、子供の気持ちを十分に理解できるようになった、と言えるだろう。
会報/ＩＴ/広報委員長

あ
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10/12(金)

東日本区 EMC 委員会

出席：榎本(直前主任)・久保田(主査)

10/22(月)

伊豆新聞 創刊 70 周年特集広告掲載

10/28(日)

創立 15 周年記念樹+記念碑周辺整備
参加者：梅原・浦頭・榎本・金子・菊間・久保田・古田・堀口

10/31(水)

伊東市 5 クラブ懇親ゴルフ大会 会場：サザンクロス
参加者：稲葉・梅原・久保田・齋藤・佐藤

11/4(日)

平成 30 年度伊東市「私の主張発表会」出席：金子書記

11/10(土)

第 17 回ワイズ杯ドッジボール大会 会場：市民体育センター
集合：8：15 開会式：9：30 試合開始：9：50

11/11(日)

伊豆フィルハーモニー管弦楽団第 45 回定期演奏会
会場：観光会館ホール 14：00～

11/12(月)

11 月例会 卓話者：高橋雄幸様（伊東市教育長）

11/18(日)

伊東西ロータリークラブ創立 40 周年記念式典
会場：川奈ホテル 出席予定：山田会長 14：00 受付

11/24(土)

第 33 回熱海 YMCA 中学生英語スピーチコンテスト
会場：起雲閣（熱海） 南中学校より 4 名参加

12/1(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 円 受付 10：30～ 部会 11：00～12：00
懇親会 12：15～13：45 現在登録 8 名（10/8 現在）

12/23(日) 12 月例会＆クリスマス家族会 ※開会時間等が変則となります
★プロ/ドラ委員会…11 月例会 卓話者：高橋雄幸様（伊東市教育長）
★会報委員会…委員会メンバーによる親睦キャンプ開催 10/20(土)～21(日)
★親睦委員会…11 月例会終了後 懇親会開催
★YMCA 青少年事業委員会…2/16(土)17(日)キャンプ教室開催 案内発送
★ＣＳ委員会…11/10(土)第 17 回ワイズ杯ドッジボール大会開催
会場：市民体育センター 集合：8：15 開会式：9：30 試合：9：50
参加：高学年=21 チーム・4 年生以下 11 チーム 計 424 名+α
10/31(水)静岡県ドッジボール協会と事前打合せ 暖香園ル・オールにて
出席者：山田会長・菊間委員長・金子書記・梅原 A 副会長・榎本委員
★ＥＭＣ/会員選考/訪問委員会…クラブ運営マニュアル改定中
2019/2 月例会において（仮称：EMC セミナー）を開催致します
●クラブジャンパーの新規作成…継続審議
●2019/5 月例会を BBQ 例会としたい（会場移動）…継続審議
●12/1(土)富士山部部大会 登録者にクラブより￥1000-補助…承認
●次期富士山部役員選出の件 次期富士山部会計に牛田俊夫君…承認
●2019 年 7 月開催のアジア地域大会（仙台）ピンバッジ購入…承認

10 月例会の司会者はベテラン佐藤 Ys。
開会前にゆったりと椅子に座り扇子を仰
ぐ余裕の姿。開会の言葉は内山 Ys。ワイ
ズの信条は声が通る榎本 Ys。山田会長は
挨拶で秋祭りの話から「子供達が次に楽
しみにしているのはワイズ杯ドッジボー
ル大会です！」とまとめた。金子書記が
スラスラと 10 月例会書記報告を読みあ
げる。榎本直前 EMC 主任は区からの報
告として元国際会長の藤井寛敏 Ys（東京
江東クラブ）がバランタイン賞を授賞の
祝賀会への出席、参加を呼びかけた。誕
生祝いでは浦頭 Ys が元気な変態ぶりを
アピールし、結婚祝いは斎藤 Ys が感想
を述べた。食前の感謝は浅倉 Ys、皆で食
べる食事は美味しいと…。内山親睦委員
長の登場！巧みな話術に皆、気持ちよく
スマイルができた(・・? しめて 4 万円
なり～。委員会報告では CS 委員会より
15 周年記念樹＆記念碑の周辺整備・ド
ッジボール大会についての告知。青少年
委員会よりスキー教室への協力依頼があ
った。卓話は増田悦男 氏が里親制度につ
いて「本当の愛情があれば子供はなつく」
と自身の経験を交えながら話された。私
のコーナーは堀口 Ys。壇上に上がった途
端に言いたい事を「ケロッと」忘れたと
認知症ぶって笑いに変える。今、グラン
ドゴルフに夢中だと話された。時折…話
が元に戻る為「本当に認知症じゃん」と
ツッコまれて矯正終了
（笑）
出席率 91%。
斎藤 Ys の閉会の言葉。閉会点鐘で第
506 回 10 月例会は終了した。記：浦頭

第 6 回 運営委員会は 12/13(木)です
11 月例会 卓話者 紹介

山田会長

高橋雄幸（たかはしゆうこう）様 伊東市教育長 伊東市吉田在住
昭和 56 年伊東市立小学校勤務 昭和 60 年から伊東市立中学校勤務（17 年間）
平成 15～17 年 伊東市教育委員会 事務局 指導主事（3 年間）
平成 18 年～ 伊東市立中学校教頭（5 年間） 平成 23 年～伊東市立中学校校長（4 年間）
平成 26～27 年 静岡県教育委員会 教育総務課 室長（2 年間）
平成 28 年 9 月～ 伊東市教育委員会 教育長
他クラブ訪問
・10/16(火)三島クラブ 久保田康正君（会員増強事業主査）
・10/18(水)下田クラブ 牛田俊夫君・堀口正作君
・10/24(月)熱海グローリークラブ 山田光彦会長・金子正樹書記
10 月例会報告
24 名
0名
2名
0名

コ メ ッ ト
ゲ ス ト
ビ ジ タ ー
出席者総数

0名
1名
2名
23 名

当月

出 席 者
メネット

20 名
0名

出

91％
0名

当月

席

と
き・・・12 月 23 日(月)
受
付・・・・・勝又 秀仁君
司
会・・・・・野村 慶和君
開会の言葉・・・・・安藤 真範君
ワイズの信条・・・・山本
健君
食前の感謝・・・・・齋藤 福男君
私のコーナー・・・・なし
君
閉会の言葉・・・・・久保田康正君

スマイル報告

在 籍 者
内功労会員
内広義会員
内療養会員

率

メーキャップ

10 月例会修正出席率 91％

40.000 円

累計

173.000 円

ＹＭＣＡ基金
当月

円

累計

円

ＢＦ基金(切手)
kg

累計

【会報/ＩＴ/広報委員会】委員長：稲葉富士憲

pt

累計

東日本区・富士山部
【強調月間】
ワイズ理解・ファミリーファスト
12/1(土)富士山部 部大会
熱海ＹＭＣＡ報告

kg

11/1(木)熱海 YMCA 理事会 ○
牛 ○
久

pt

11/24(土) 第 33 回熱海 YMCA
中学生英語スピーチコンテスト

ＢＦ現金
当月

佐藤 Ys

副委員長：野村慶和 委員：浦頭 薫・榎本 博・古田耕司

