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“ Building today a better tomorrow ”
（より良い明日のために今日を築く）

2019 年度

博

伊東ワイズメンズクラブ

Ｃ副会長：榎本

“ Action ”

Nov.23.１９７６

会長：久保田康正 直前会長：山田光彦 次期会長：内山雅裕 Ａ副会長：鈴木 敦 Ｂ副会長：浦頭 薫
書記：浅倉秀行 副書記：牛田俊夫 会計：杉本隆夫 幹事：山田光彦・齋藤福男

“ Smile3 ”
【スマイル・スマイル・スマイル】
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

CHARTERED

月

“ 勇気ある変革、愛ある行動！”

Vol.516

“ 共に歩もう、素晴らしきワイズ！ ”

発行：2019/8/7

コロサイの信徒への手紙 1 章 16 節

日
会
受
司

時
場
付
会

8 月 12 日(月)18：30～21：00
サンテラス（１階）
安藤真範君・杉本隆夫君（会計）
野村慶和君

（受付担当者は 18：00 までに会場入り願います）

・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 お菓子い共和国 大統領
・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

久保田康正君
牛田 俊夫君
山本
健君
一
同
久保田康正君
久保田康正君
浅倉 秀行君
親睦委員会
浦頭
薫君
親睦委員会
各委員会
青木喜世司氏
内山 雅裕君
担当委員会
金子 正樹君
久保田康正君

14 日
13 日
19 日
28 日
30 日
31 日

菅野
三島
菊間
古田
野村
浅倉

政典君
幸枝君
利夫君
耕司君
慶和君
秀行君

14 日
16 日

山田
金子

睦子さん
雅子さん

19 日 浅倉 秀行君
19 日 浅倉 七瀬さん
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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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8
あ

金子正樹
あ７月７日(日)前日からの雨で川の水も多くタライ乗り
日和？の中、CS 委員長としての初仕事…『 第 64 回松川
タライ乗り競争 』に久保田会長をはじめ、浅倉・稲葉・
梅原・榎本・金子・菊間・齋藤・鈴木・古田・山田の１１
人で参加してきました！！ 選手としての参加は初めてで
ちょっとワクワク（笑）昨年「団体レース 優勝」の為、
優勝旗返還・選手宣誓・お祓いレースと出番も多い。開会
式での久保田会長のチョット噛んだ（笑）選手宣誓でスタ
ート！ 多くの選手・チームがスタートし、今年度の伊東
クラブチーム、1 号艇：浅倉・2 号艇：古田・3 号艇：榎
本・4 号艇：金子もスタート！ 梅原 Ys からのアドバイ
ス通り左右交互に櫂を漕ぐ。転覆も無く、笑いも無く、優
勝を狙い向かい風の中ゴールを目指した。かなり速いタイ
ムでのゴール！ しかし… 団体レース最終組のチームにタイムを上回れ、悔しくも準優勝。次年度も優
勝を目標にリベンジして欲しい！ 応援に来てくれたメンバー・乗船してくれたメンバー、お疲れ様で
した！！ 内山次期、優勝できなくて御免なさい
来年、選手宣誓をさせたかった…（笑）
ＣＳ委員長

6.5

鈴木 敦
久々の プロ グラ
ム/ドライバー委員
長を仰せ付かり新
年度がスタートし
ました。引継ぎもま
まならず、あたふたとした初例
会も多くのビジターを迎え、な
んとか終える事ができました。
今後はホーム例会が会長主題の
通り、スマイル３になるよう楽し
くスムーズに開催ができるよう
に努め、出席率 100％を目指し
他クラブ訪問も推奨したいと思
いますので、今後とも会員各位
のご理解ご協力を宜しくお願い
致します。今年度は例会場がサ
ンテラスへの変更月が多くなり
ますのでご注意願います。
プロ/ドラ委員長

あ

齋藤福男
あ不慣れな委員会
を担当しますが、
各事業・各委員会
の活動予定、結果、
要望等を会報に掲
載するため、皆さんに、ブリテ
ン記事執筆のお願いをしていき
ます。キャンプ教室、スキー教
室、ドッジボール、学童野球を
特集した会報の特別号も考慮し
ます。地元マスメディアに状況
提供し活動内容を紹介してもら
います。また市内各種団体との
情報交換及び相互理解にも努め
てまいりますので、ご協力の程
よろしくお願いいたします。
会報/ＩＴ/広報委員長
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梅原敬二
あ元号も「令和」
となり新しいスタ
ートを迎えまし
た。昭和、平成、
令和と三時代を歩
めたことは、とても幸運な事だ
と思います。伊東ワイズメンズ
クラブも次期は 45 周年を迎え
ようとしています。しかしなが
ら会員の退会が大となり、入会
が少なくなりました。本年度は
これに歯止めをかけ、入会…男
女計 6 名を目標に皆さまの協力
を頂きたく思います。EMC セミ
ナーも年 2 回を予定していま
す。全員参加でお願いします。
EMC/会員選考/訪問委員長
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稲葉富士憲
あ「社会を明るくする運動」と聞いて、あなたは、
髪の毛の薄いおじさんたちが多数集合して、互いに
ハゲ具合を自慢している姿を思い浮かべたことと
思う。世の中を明るく照らそうと、青森県鶴田町の
有志が立ち上げた「ツル多はげます会」です。その
大会が伊東市で開催されることになった・・・ので
はありません。「社会を明るくする運動」は、犯罪
や非行の防止と犯罪者の更生について理解を深め、
犯罪のない地域社会を築くことを目的とする全国
的な運動です。この運動の伊東市大会が、7 月 26
日(金)ひぐらし会館で開かれ、久保田会長と私が参
加しました。交通安全に関する講演があり、後半は伊東高校城ケ崎分校の生徒によるブラスバンドの演
奏会。最後に伊東保護司会 副会長：久保田康正様の有難いお言葉をいただき、びしっと閉会しました。
Ａ副会長

5.5
あ

榎本 博
あ 7 月 27 日(日) 10：50 久保田会長の車にて伊
東を出発。台風６号の接近で開催が危ぶまれたが
進路も外れ 2019 年度 富士山部第 1 回役員会/
評議会は「道の駅 開国下田みなと」で無事開催さ
れた。出席者は久保田会長・稲葉 A 副会長・牛田
富士山部会計と私の 4 名。12：00 過ぎには会場
入りし施設内にある「下田バーガー」にて昼食と
した。13：00 富士山部 長田俊児部長（下田クラ
ブ）の開会点鍾、下田クラブ 土屋 誠会長の開会の辞、ワイズメンの信条・ワイズソングで始まった。
役員会では各種報告。14：15 からの評議会で長田部長は東日本区の現勢、富士山部の半年報などを報
告。富士山部は前年度比…10 名減ではあるものの、初例会において各クラブが新入会員を獲得するこ
とが出来たので、おおむね前年同様の会員数でスタートできたと述べた。久保田エクステンション委員
長より新クラブ設立に関する進捗状況も報告された。審議事項では 2018 年度の決算が承認され、
2019 年度予算（案）・部長・各事業主査・各クラブ会長の方針も承認された。今年度、富士山部部大
会は 9/29(日) ホテル伊豆急（下田市白浜）にて「下田クラブ 40 周年記念例会」を併せ開催される。
Ｃ副会長
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古田耕司
あ今年度、YMCA
青少年事業委員長
で頑張らせてもら
う古田耕司です。伊
東クラブの主要事
業である YMCA 青少年キャン
プ教室・スキー教室を担当する
青少年事業委員会。2 つ共にメ
ンバー全員が力を合わせなくて
は成立しない事業です。1 人の
力ではどうにもなりません！な
ので…皆さんに協力を求めます
が、それよりも「古田委員長の
為にガンバロー！」と進んで協
力して頂ける委員長を目指しま
す！宜しくお願い致します。
YMCA 青少年事業委員長

野村慶和
あ今期、BF・IBC
委員会を担当しま
す。BF は BF 代表
や国際役員が公式
の旅行をする為に
積立てられる基金です。使用済
切手を集め換金するのが主力で
したが今では現金による拠出が
増えて来ました。以前、伊東ク
ラブにも BF 代表がインドより
来東し、もてなした思い出もあ
ります。IBC は海外のクラブと
兄弟締結し永続的な交流を目的
とします。DBC（国内兄弟クラ
ブ）である彦根シャトークラブ
とは相互交流を深めています。
今期新たな親交を深めつつ BF
も頑張りたいと思っています。
BF/IBC 委員長
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金子正樹
あ今期ＣＳ委員長
を務めます金子で
す。タライ乗り競
争・スーパージュ
ニア学童軟式野球
大会・ドッジボール大会・行政
の主催するイベントへの協力な
ど多岐にわたる事業がある中、
初めての CS 委員会で戸惑って
おりますが、昨年委員長だった
菊間 Ys が副委員長でサポート
してくれますので心強いです。
皆さんのお力を借り、一つ一つ
事業を進め、充実したワイズ活
動に努めてまいりたいと思いま
すので宜しくお願い致します。
CS 委員長
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7/16(火)

三島・御殿場・沼津 3 クラブ合同初例会 会場：松韻
出席者：久保田会長・牛田・榎本・金子・鈴木・山田

7/22(月)

熱海クラブ初例会 会場：熱海 KKR
出席者：久保田会長・浅倉・牛田・榎本・金子・齋藤・山田

7/23（火）

富士宮・富士 2 クラブ合同初例会 会場：富士宮パテオン
出席者：久保田会長・稲葉・牛田・齋藤・山田

7/24(水)

熱海グローリークラブ初例会 会場：熱海 KKR
出席者：久保田会長・牛田・内山・榎本

7/26(金)

社会を明るくする運動伊東市大会 会場：ひぐらし会館
出席者：久保田会長・稲葉 A 副会長

7/27(土)

2019 年度 富士山部第 1 回役員会/評議会
会場：道の駅 開国下田みなと 4F 会議室
出席者：久保田会長・稲葉・牛田・榎本

8/3(土)～4(日)

YMCA 青少年キャンプ教室 開催 会場：伊東市キャンプ場
参加者：73 名（対象：小学 4 年生）

8/9(金)

Change！2022 委員会（東日本区事務所）出席：榎本

8/10(土)

第 73 回按針祭式典
出席：久保田会長

8/20(火)

ドッジボール大会 打合せ 会場：熱海 YMCA センター
伊東クラブ・熱海クラブ・静岡県ドッジボール協会

9/6(金)～8(日)

第 32 回ユース･ボランティア･リーダース･フォ―ラム 開催
会場：東京 YMCA 山中湖センター

9/21(土)23(月)
あ 予備日 28(土)

伊東ワイズメンズクラブ杯
スーパージュニア学童軟式野球大会 開催

あ

会場：伊東市観光会館ホール

9/29(日)

富士山部部大会＆下田クラブ 40 周年記念例会 開催
会場：ホテル伊豆急（下田市白浜）
★親睦委員会…8/24(土)新旧役員歓送迎会 会場：暖香園ホテル
★YMCA 青少年事業委員会…キャンプ教室反省会は新旧役員歓送迎会に兼ねます
★CS 委員会…伊東ワイズメンズクラブ杯スーパージュニア学童軟式野球大会 開催
★CS 委員会…ドッジボール大会 打合せ 静岡県ドッジボール協会（山本理事長）
★EMC/会員選考/訪問委員会…EMC セミナー・ワイワイ談義 検討
●役員選考委員として梅原敬二 Ys・榎本 博 Ys を選出（7 月例会後臨時総会にて）
●初例会・新年例会の登録費及び交通費の件 承認
●卓話者への謝礼の件 承認
8 月例会 卓話者 紹介
青木喜世司

お菓子い共和国 大統領
伊豆の和菓子処 一進堂/和州
演題「伊東お菓子い共和国」
「伊東お菓子い共和国」は“伊東のお菓子”を全国に向けて PR 発信するために
平成 23 年 3 月 6 日建国されました。マジメに楽しく！遊び心を持って活動
することで、伊東のまちを元気にすることを目指しています！伊東の魅力は
海産物だけじゃない！ おいしいお菓子もた～くさんあるんですっ！！
他クラブ訪問記録

2019 年度 7 月例会は、下田クラブ
と初めての合同例会。そして今年度富
士山部長田部長の公式訪問と下田ク
ラブへ土屋健治 Ys の入会式でも有り
ました。杉本隆夫 Ys の司会で久保田
会長の開会点鐘で始まりました。斉藤
福男 Ys の開会の言葉、菊間利夫 Ys
のワイズの信条、久保田会長の挨拶に
続き下田クラブ土屋誠会長の挨拶、ゲ
ストビジター紹介後に来賓挨拶では
小野達也伊東市長の挨拶、公式訪問の
長田俊児富士山部長の挨拶が終わり
ました。ここで札埜慶一東日本区会員
増強事業主任立ち会いの下、下田クラ
ブ 土屋健治君の入会式が厳粛の内に
執り行われました。伊東･浅倉書記、
下田･土屋書記の書記報告に続き、親
睦委員会による誕生･結婚祝いが執り
行い。食前の感謝とダンコーエンボウ
ルさんからの差入れのワインで乾杯
の音頭を山田光彦直前会長が発声し
て食事となりました。食後には各クラ
ブ会長の挨拶、伊東クラブの委員会報
告、スマイルでは親睦委員会の代役と
して金子正樹 CS 委員長がスマイル
をメンバーとビジターから次々と集
めました。稲葉富士憲 Ys の閉会の言
葉、下田クラブ土屋誠会長の閉会点鐘
で下田クラブとの合同例会は無事終
わりました。例会終了後、臨時総会と
つづき無事終了しました。 記：牛田

様

7/16(火) 三島･御殿場･沼津クラブ
7/22(月) 熱海クラブ

久保田会長・牛田・榎本・金子・鈴木・山田

久保田会長・浅倉・牛田・榎本・金子・齋藤・山田

7/23(火) 富士宮･富士クラブ 久保田会長・稲葉・牛田・齋藤・山田
7/24(水) 熱海グローリークラブ 久保田会長・牛田・内山・榎本

と
き・・・9 月 9 日(月)
受
付・・・・鈴木
敦君
司
会・・・・菊間 利夫君
開会の言葉・・・・古田 耕司君
ワイズの信条・・・安藤 真範君
食前の感謝・・・・梅原 敬二君
私のコーナー・・・稲葉富士憲君
閉会の言葉・・・・山田 光彦君
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7 月例会報告
在 籍 者
内功労会員
内広義会員
内療養会員
出 席 者
メネット

24 名
1名
5名
0名
16 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

7 月例会修正出席率 94％

スマイル報告
0名
1名
46 名
63 名
89％
1名

当月 50000 円

累計

東日本区・富士山部
50000 円

ＹＭＣＡ基金
当月

円

累計

円

ＢＦ基金(切手)
当月

kg

累計

kg

ＢＦ現金
当月

6000pt

累計

pt

【強調月間】

ommunity ervice
地域社会/隣人奉仕活動
熱海ＹＭＣＡ 連絡/報告
9/5(木)
熱海 YMCA 理事会＆ＢＢＱ

3.5

【会報/ＩＴ/広報委員会】委員長：齋藤福男

副委員長：牛田俊夫
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委員：安藤真範・杉本隆夫・山本 健

