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Ｃ副会長：榎本
次期会長：内山雅裕 Ａ副会長：稲葉富士憲 Ｂ副会長：浦頭 薫
副書記：牛田俊夫 会計：杉本隆夫 幹事：山田光彦・齋藤福男
直前会長：山田光彦
書記：浅倉秀行

“ 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

博

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

2019 年度

“ Action ”

月

伊東ワイズメンズクラブ
CHARTERED

“ 勇気ある変革、愛ある行動！”

OCT.４.１９７６

“ 共に歩もう、素晴らしきワイズ！ ”

Vol.519
発行：2019/11/7

愛は忍耐強い。愛は情け深い。ねたまない。愛は自慢せず、高ぶらない。
コリントの信徒への手紙 13 章 4 節

日
会
受
司

時…11 月 11 日（月）18：30～21：00
場…暖香園 ル・オール会議室（2 階）
付…稲葉富士憲君 杉本隆夫君（会計）
会…梅原 敬二君

会長：久保田康正

・開会点鐘
会長 久保田康正君
・開会の言葉
山田 光彦君
・ワイズの信条
鈴木
敦君
・ワイズソング
一
同
・会長挨拶
会長 久保田康正君
お誕生日おめでとう！
・ゲスト／ビジター紹介
会長 久保田康正君
・入会式 加藤真裕美さん
執 行 部
16 日 山本
健君
・書記報告
書記 浅倉 秀行君
29 日 勝又 秀仁君
・誕生/結婚祝
親睦委員会
・食事(食前の感謝)
野村 慶和君
該当者なし
・スマイル
親睦委員会
・委員会報告
各委員会
結婚記念日おめでとう！
・ドッジボール大会 全体会
ＣＳ委員会
・私のコーナー
齋藤 福男君
13 日 野村 慶和君
・出席率／スマイル報告
担当委員会
♡明美さん
・閉会の言葉
古田 耕司君
19 日 佐藤
諭君
・閉会点鐘
会長 久保田康正君
♡友子さん
*例会終了後 臨時総会*
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ＤＢＣ（国内兄弟クラブ）を模索中の 1996 年 4 月初めに突然…彦根城の大奥、彦根シャトークラ
ブ伊藤忠夫会長からのラブレターが田辺寬司 20 代会長の元へ届きました。5 月例会に彦根シャトー
メンバーで伺うので合同例会を開催して欲しいとの打診。さっそく運営委員会で承認され 5 月に合同
例会が実現した。彦根シャトー伊藤会長以下 15 名のメンバーが伊東に来訪。その時の卓話者は講談
師：神田 紅女史で合同例会が一層の盛り上がりをみせました。続いて同年 9 月 11 日に鈴木隆夫 21
代会長以下、総勢 23 名のメンバーが彦根シャトークラブを訪問。チャンコ蔵間にて大歓迎をうけま
した。1997 年 4 月 12 日の彦根シャトー15 周年記念例会に DBC 締結式を近江プラザホテルにて
開催。彦根に向けて伊東をワゴン車など 4 台の車にメンバー15 名・メネット 1 名で参加し式典には
電車組の 5 名も参加しました。日本区西副区西川寿一副区理事の立ち会いの下、彦根シャトー鈴木康
雄会長と伊東クラブ鈴木隆夫会長が演台前の机上で DBC の締結証に署名しました。両クラブの鈴木
会長は「緊張して書く手が震えていた」と後日談でした。両クラブの年齢構成や趣味（ゴルフ・麻雀
など）宴会好きなところや、クラブ活動も似ていました。お互いのクラブで合同例会を開催すると、
かならず二次会（歓迎会）で宴会となりました。翌朝にはゴルフ組と観光組に分かれての友情を育み
遊びました。伊東市内の観光名所・東海岸・西海岸・中伊豆・箱根まで足を伸ばして観光もしました。
彦根では彦根城とその周辺の観光地・近郊の寺社仏閣を拝観させて頂きました。また、当時は西日本
においては大きな地震が無かったためか、伊東の群発地震の時には例会場でシャトーメンバーが慌て
てテーブルに捉まっていました。良き兄弟・良き仲間たちができ 23 年。有意義な兄弟クラブです。

斉藤会報委員長よりブリテン掲載原稿の依頼をされました。現役を退いた私が
ワイズについて語るのは、とても僭越と感じますが、今の思いを述べさせていた
だきます。私が 36 年もの間在籍したワイズメンズクラブも 2022 年、3 年後
には 100 年もの歴史を持つ組織となります。次代を担う青少年への支援、地域
への奉仕活動をモットーとし、生涯現役の思いで頑張ったのですが夢はかなわず
挫折しました。情けない、悔しい、
・・・私より永い在籍の 4 名は今だに現役で活躍している。羨まし
い・・・私が入会した時には 60 数名の大組織、全員が先輩です。見る事やること、私にとってはす
べてが初体験、自分の意見など発言できる余地はありません。言われた通り行動するしかありません
でした。私の入会の動機はタテマエの立派なモットーに共感したのではなく、ホンネは IBC 埔里クラ
ブ訪問を盾に台湾に行けること、趣味のマージャン仲間が沢山いることでした。そんな軽い気持ちで
入会したのですがクラブ内での行動、規律は厳しく、例会・事業など役員会で決まった通り全員が心
ひとつに活動する。まさに「ワン・フォー・オール」の団結力。一人一人の力が結集した時の満足感、
組織の誇りを胸を張って感じる瞬間です。人間誰しも、長所、短所はあります。他人より上手にでき
る事、何か誰しもあるはずです。その個性を生かしてクラブに貢献しては如何でしょうか。私は、余
分なお金を持っていませんが、持ってるような顔をして、やせ我慢の生活です。さながら「武士は食
わねど高楊枝」の心境です。でも健康だけはそうはいきません。残り少ない現世の時間、体に留意し
ストレスをなるべく溜めずに、笑顔で人生を全うしようと思っています。
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あ私は、伊東ワイズメンズクラブに 11 月に入会。すぐ
に冬の行事である「スキー教室」がありました。当時は
年齢も 40 代と若く下の息子も誕生し、新鮮な思い出と
して記憶しています。当時はメンバーのコメット、マゴ
メット、またその友人で多くとも 30 名程のキャンパー
を集いメンバーがサポート。そして以前より「ＹＭＣＡ
ジュニアリーダー会」としての事業も実施しておりまし
たので、そのリーダー達に参加してもらいリードしてもらいました。思い出しますとキャンプ場は、
天城大川端、東山荘、沼津市民の森等を利用し伊東を離れて実施していました。内容については、大
きくは変化していませんが、市内小学 3・4 年生を対照として夏休み最初の土曜日・日曜日を利用し
「キャンプ教室」への参加募集をかける現在の形となりました。またこの頃にはリーダー会も無くな
っていましたので、ワイルドスポーツクラブ（東京都府中市）の協力を得て専門の指導員によるプロ
グラムへと内容を変化させ充実した人気となる「YMCA 青少年キャンプ教室」が生まれました。
3

あ 2000 年 12 月 3 日に YMCA ジュニアリーダー会の
子供たちを中心に東小学校の先生 4 名に協力いただき「ワ
イズの広場」として東小学校体育館でドッジボール（準備
大会）が実施された。翌年 11 月 23 日に１２チーム約２
００名で「第 1 回ワイズ杯ドッジボール大会」が開催され
る。昼食には前日よりメネットの協力を得てカレー作りも
始まった。参加チームも大幅に増え、第 3 回より東小学校
から市民体育センターに会場変更がされた。第 8 回大会は新型インフルエンザが大流行し関係者と協
議し残念ながら中止の決定が下された。これまで続けて来た昼食のカレー作りも食中毒防止や雨天時
の懸念（危機管理対策）により、第 10 回大会からはおにぎり弁当に変更された。子供達からは「何
でカレーじゃないの？」と不満の声も多く聞かれたが、何回も委員会を開き意義ある助言などにより、
今では良い決断が出来たと思っています。第 17 回（2018 年度）大会より静岡県ドッジボール協会
の公認審判員に主審をお願いし（副審/タイムキーパーはメンバー）より充実した大会になったと思い
ます。今後も青少年健全育成を目標に伊東クラブの３大事業として続けていきたいと思います。
3

あ冬季事業として最初は「スケート教室」を実施してい
ました（箱根駒ヶ岳スケート場・他）平成 3 年より「ス
キー教室」に変更し、日本ランドＨＯＷスキー場にて開
催。バス 2 台にて早朝出発。午後 3 時には帰路につく日
帰りのスキー教室でした。平成 8 年 3 月の開催は富士山
山麓にある天神山スキー場へ。宿泊は富士 緑の休暇村に
1 泊です。子供たちの指導はＹＭＣＡジュニアリーダー
会 20 数名の人たちがみて下さいました。平成 10 年 3 月からサンメドウズ清里スキー場に変更して
現在に至っております。伊東市役所 西側 正面玄関での受付で始まり、バス 2 台にて出発。途中、サ
ービスエリア・道の駅に寄りながら 10 時 30 分頃、宿泊先の羽村市自然休暇村に到着。体育館でワ
イズ会長・担当委員長から注意事項等の説明を聞き、昼食後スキー場に向かいます。初心者も経験者
もインストラクターによるスクールに入ります。が、2 時間もすると大概の子供たちは滑れるように
なり、時間いっぱいまでスキーを楽しみます。2 日目には「早く行こうよ！」という声も聞かれ、帰
路の車中でも「もっと滑りたかった！」
「来年もスキー教室に来る！」など人気の高い事業となりまし
た。送迎及び同行のメンバーの皆さんも大変だと思いますが、今後も協力を宜しくお願いします。
2.5

8

7

10/22(金)

天皇即位祝賀広告掲載 伊豆新聞

10/26(土)

東日本区次期部長/事業主任研修会開催

11/2(土)

第 6 回あんじんサミット開催 会場：伊東市観光会館
出席：久保田会長・稲葉・梅原・榎本・鈴木

11/2(土)

第 2 回 東日本区役員会開催

11/8(金)

Change！2022 推進委員会（東日本区事務所）出席：榎本

11/10(日)

私の主張発表会開催 会場：伊東市観光会館
出席：久保田会長

11/11(月)

１１月例会

11/12(火)

第 5 回ＹＭＣＡ東山荘チャリティーゴルフ大会開催
会場：富士カントリークラブ 参加費：￥20000-

11/16(土)

第 18 回ワイズ杯ドッジボール大会開催
会場：伊東市民体育センター

11/30(土)

第 34 回熱海ＹＭＣＡ中学生英語スピーチコンテスト開催
会場：熱海起雲閣 出席：久保田会長・牛田熱海 YMCA 理事

12/9(月)

12 月例会（短縮例会）＆クリスマス家族会開催 ※開会時間変則
例会会場：ターキールーム（卓球場）
クリスマス家族会会場：サンテラス

14 日(月)第 518 回例会が暖香園サ
ンテラスにて開催されました。稲葉
富士憲君の司会の下、杉本隆夫君の台
風被災地へのお見舞いの開会挨拶。
金子正樹君のワイズの信条。
ワイズソ
ング♪ 久保田会長の台風とラグビー
World Cup のご挨拶。ゲスト/ビジタ
ーの紹介の後、伊東高校定時制への
助成金贈呈（小柳出教頭先生） 書記
代行の榎本 博君の報告。今月は入会
予定者の加藤真裕美 さん と例会見学
者の岩崎将哉 さん が出席してくれま
した。お誕生日/結婚記念日も沢山あ
りました。
また会長コメットの浩行君
弘子 さん への結婚祝いを山田直前か
ら久保田会長へ渡されました。皆さ
ん…オメデト～！私のいつものいい
加減な食前の感謝。
金子君による巧み
なスマイル（9・10 月分）順延とな
っていた鈴木 敦君紹介の卓話（ミニ
コンサート）の始まりです。
「アンサ
ンブル奏」フルート：浄住さん・クラ
リネット：齋藤さん・バスクラリネッ
ト：児玉さん・テナーサックス：萩野
さんによる素敵な演奏会。1 部は愛の
セレナーデ、他。２部はアンパンマ
ンのマーチ、他。３部の天城越え、
君といつまでも（これはわかる 笑）
ちょっと嬉しくなった。とても素晴
らしい演奏会でした。最後は紹介者
の敦ちゃんの閉会の言葉。皆さん…お
疲れ様でした。
記：齋藤福男

入会式：加藤真裕美さん
例会見学者：岩崎将也さん（予定）

★プログラム/ドライバー委員会…入会式：加藤真裕美さん
★プログラム/ドライバー委員会…11 月例会終了後 臨時総会開催
★親睦委員会…11 月例会後 懇親会開催
★YMCA 青少年事業委員会…2019 年度 YMCA 青少年スキー教室
★YMCA 青少年事業委員会…開催日：2020/2/15(土)16(日)
★YMCA 青少年事業委員会…2020 年度 YMCA 青少年キャンプ教室
★YMCA 青少年事業委員会…開催日：2020/8/8(土)9(日)会場予約済
★ＣＳ委員会…第 18 回ワイズ杯ドッジボール大会開催
★ＣＳ委員会…開催日：2019/11/16(土) 参加チーム数：32 チーム
★ＣＳ委員会…会場：伊東市民体育センター
★ＣＳ委員会…ドッジボール大会反省会：11/22(金) ※ワイワイ談義に兼ねる
★EMC/会員選考/訪問委員会…ワイワイ談義開催 開催日：11/22(金)

と
き・・・・12 月 9 日(月)
受
付・・・・・古田 耕司君
司
会・・・・・鈴木
敦君
開会の言葉・・・・・山本
健君
ワイズの信条・・・・浦頭
薫君
食前の感謝・・・・・杉本 隆夫君
私のコーナー・・・・なし
君
閉会の言葉・・・・・牛田 俊夫君

新入会員紹介

加藤真裕美（かとうまゆみ）さん
紹介者：浦頭 薫君
伊東市荻在住 1 月 16 日生まれ 職業：看護師 趣味：ガーデニング
他クラブ訪問
10/16（木）下田クラブ 牛田俊夫君
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10 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
1名
13 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

10 月例会出席率 76％

10 月例会スマイル報告
0名
7名
6名
26 名
76％
0名

当月

52000 円

累計

東日本区・富士山部

124000 円

ＹＭＣＡ基金
当月

円

累計

円

【強調月間】
ワイズ理解・ファミリーファスト

ＢＦ基金(切手)
当月

kg

累計

熱海ＹＭＣＡ 連絡/報告
kg

ＢＦ現金
当月

pt

累計

あ
あ

pt

あ

11/37(木)熱海 YMCA 理事会
113/7(木)出席：牛田・久保田
11/30(土)熱海 YMCA 中学生英語 SC

3

【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

