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

会長：久保田康正 直前会長：山田光彦 次期会長：久保田康正 Ａ副会長：稲葉富士憲 Ｂ副会長：浦頭 薫 Ｃ副会長：榎本 博
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

“ 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！”

Nov.23.１９７６

“ 共に歩もう、素晴らしきワイズ！ ”
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今月の聖句
創世記・1 章の 1 節

日
会
受
司

時
場
付
会

1 月 13 日（月）18：30～21：00
暖香園 ル・オール会議室（2 階）
牛田俊夫君・杉本隆夫君（会計）
金子正樹君

・開会点鐘
伊東クラブ会長
・開会の言葉
・ワイズの信条
・ワイズソング
・伊東クラブ会長挨拶
会長
・下田クラブ会長挨拶
会長
・ゲスト／ビジター紹介
会長
・来賓紹介
会長
・富士山部部長挨拶 公式訪問 部長
・伊東クラブ書記報告
書記
・下田クラブ書記報告
書記
・誕生／結婚祝
・会 食（食前の感謝）
・富士山部各クラブ会長挨拶
・1 分間スピーチ
・スマイル
・委員会報告
・出席率／スマイル報告
・閉会の言葉
・閉会点鐘
下田クラブ会長
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久保田康正君
梅原 敬二君
杉本 隆夫君
一
同
久保田康正君
土屋
誠君
久保田康正君
久保田康正君
長田 俊児君
浅倉 秀行君
土屋 恒夫君
親睦委員会
稲葉富士憲君
各クラブ会長
一
同
親睦委員会
各委員会
担当委員会
山本
健君
土屋
誠君

16 日 加藤真裕美君
30 日 榎本 順子さん
31 日 浅倉 七瀬さん

該当者なし
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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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久保田康正
あ明けましておめでとうご
ざいます。6 回目の年男を迎
えました。今年一年健康に気
をつけ、公私共に頑張ってい
きたいと思います。「スマイ
ル・スマイル・スマイル」を会長主題に掲げ、タ
ライ乗り・キャンプ教室・学童野球・ドッジボー
ル大会等の事業が終わり半年過ぎました。後半の
大きな事業であるスキー教室を参加する子供達と
共に笑顔で楽しみたいと思います。ラグビー選手
の合言葉に「皆は一人のために、一人は皆のため
に」クラブ活動も同じだと思います。委員長だけ
では何も出来ません！皆で協力してはじめて達成
する事が出来るのではないでしょうか…。今後も
ONE TEAM の精神でよろしくお願い致します。

EMC/会員選考/訪問委員会
委員長 梅原 敬二（CM）

会 長

ああけましておめでとうござ
います。今年で何回目かの年
男を迎えました。早いもので
す！この次は？と思います。
これからは何も考えないでやろうと思うことがあ
ります。自分が生まれ育ち、現在まで歩いてきた道
をもう一度自分の足で歩いてみたいとも思ってい
ます。今年は子年：年男ですので良い年にしたいと
思います。伊東クラブも同様… 皆さんの協力のも
と会員増強をし、30 名以上のクラブにしていきま
しょう。そして個人負担など偏り無く、ワイズメン
ズクラブの目的である、青少年健全育成・地域奉仕
活動に頑張りましょう（会員間の親睦も忘れずに）
これからも皆さん、よろしくお願いいたします。
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副書記/富士山部会計

牛田 俊夫（CM）
「年男に想う」を書いてい
る時に堀口正作 Ys の訃報
が飛び込み筆も止まってし
まった。チャーターメンバ
ーも梅原敬二 Ys、鈴木 敦 Ys と私の３名となっ
てしまいました。チャーター時は 28 歳。右も左
も解らず年長者に叱咤激励されながら、無我夢中
でやっていました。その旗振り役が堀口 Ys と梅
原 Ys です。我武者羅に専念し、しかし和気藹々
と… 食べて飲んで楽しみながらやっていた委員
会活動を回想する時の正作おじいちゃんのニコリ
とした笑顔、微笑ましい仕草、口癖のバカヤロー
を思い出します。心よりご冥福をお祈り致します。

YMCA 青少年事業委員会
副委員長 菅野 政典

あ明けましておめでとうござ
います！今年も宜しくお願い
致します。親父の代から自分
の代になり約 10 年！職人も
3 人から 4 人となり、こなせる仕事量も増えまし
た。最近では弟も仕事を覚えてきたので、少し自分
の時間を作れるようになってきましたが… 昨年は
災害等により仕事・仕事な毎日でした。今年は 48
歳年男！少しずつ「重たい物を持ちたくない」「老
眼で数字が見えない」「飲み会で 24 時には帰りた
くなる」等と以前とは違い、衰えを感じる一方です
5 回目の年男までは現状維持で頑張っていき
たいと思います。
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親睦委員会
副委員長 内山雅裕

あ今年は子年。4 回目の年
男を 迎え何を想う … 我が
人生悔いなしで今年も突っ
走ります。改めまして 明け
ましておめでとうございまチュー。今年も宜しく
お願い致しマウス。今年はオリンピックが開催さ
れマウス。代表選手に負けない様にチョロチョロ
と頑張って行きます！ねずみは神様が干支を決め
る時、一番早く神様にたどり着いた牛の頭に乗り、
着いた途端に飛び降り一番になったと言われてい
ます。ずる賢さは真似しませんが、工夫や知恵は
見習うところがあります。今年一年ねずみの様に
沢山のアイデアを出しながら目標を達成していき
たいと思います。ねずみ（寝ずに）頑張ります！

隆夫
ああっという間に６回目の年
男を迎えてしまいました。い
つまでも「若い・若い」と思
っておりましたが、伊東クラ
ブでは気が付かないうちにメ
ンバーの上から数えて 2 番目（2 番は 3 人いるが
…）の年齢になっておりました。当時は４～５０人
位のそれも多種・多様の業種の方々が、クラブ内で
活発に活動をしており「すごいクラブだな あ ～！
よお～し 俺も頑張るぞ！」と思ったものでした。
ひと昔前まで人生 50 年といわれておりましたの
で、随分と過ぎてしまっておりますが、振り返って
見ますと、様々な出会いと別れがあり、そして素晴
らしい仲間に恵まれておりました。希望です… も
う一度青春を謳歌したい。
会
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BF/IBC 委員会
副委員長 山本
健

YMCA 青少年事業委員会

加藤真裕美
12/9(月)の 12 月例会
＆クリスマス家族会で、
サンタの衣装を着てサンタになってみました。
以前は参加者も 100 人を超え会場も一杯で、食事
は廊下にセットしていたとお聞きしました。今年は
アットホーム感満載で伊東クラブ・下田クラブ・メ
ネットの皆さんが、和気合あいあいとした顔の見え
る楽しいクリスマス家族会でした。「伊東ワイズメ
ンズクラブ杯 お絵かき大会」が企画され、お題の
絵を描きメネットの皆さんに審査して頂くコーナ
ーで真裕美サンタの出番がありました。指名された
メンバーは思い出しながら一生懸命に描きました。
が… これが笑いを誘い、○△×画伯が大勢誕生し
ました。とても楽しく過ごさせて頂きました。

あ あ けまして おめでとう
ございます。年男といわれ
ても、まったく気にしたこ
とはありません。年賀状が
届き、今年は子年なんだ… 程度にしか思っていま
せん。年男も４回目を迎えると病気が気になり、
昨年の健康診 断でもＣ判 定が多数
血圧は
180 オーバー
原因はお酒にタバコ。食生活と
も分かってはいるのですが、自分に優しい僕は毎
日のように不摂生の繰り返しをしています。理由
は楽しいから
こんな僕ではありますが、夜の
街で見かけたら、声をかけてください。今年も宜
しくお願いいたします。
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Ａ副会長 稲葉富士憲

あ今年の家族会は、サンタさんは来ないし、参
加者は少ないしで、寂しい会になりそうだった。
当日、会場にはいくつもの謎が… 怪しげなカー
ドが付けられた鉢植、ホワイトボード、会長の
意味不明な行動。開会前に酒を飲むメンバーを
諫めるはずの会長が、ビールを勧めている。今
までと違う、そんな緊張感に突き動かされて開
会。会長挨拶、齋藤 Ys の乾杯、食事、と何事も
なくプログラムは進む。ほどなく、榎本 Ys の進
行の元、お絵描き大会が始まった。ワイズメンがバッチのデザインを知らない？ワイズメンがバナーの
絵柄を覚えていない？そんなひどいことあるはずない… のに起きてしましました。伊東クラブ、反省！
そして、突然の告白タイム。同伴してきたメネットに、花を手に「愛している」の一言。花に付けられ
たカードを読んだのではありませんよね。メネットを前にしたら、自然に言葉が出たんですよね。よく
できました。スマイルでは、会長の謎の行動も明らかになり、盛況のクリスマス家族会でした。
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1/1(水)

伊豆新聞 新年特別号「新春紙上名刺交換」掲載

令和元年 12/9(月)伊東クラブ12 月
例会（第 520 回）が暖香園サンテラ
1/8(水)
Change！2022 推進委員会（東日本区事務所）出席：榎本
スで開催されました。今年度も例会
1/9(木)
熱海 YMCA 理事運営委員会＆新年会 出席：牛田理事・久保田理事
＋クリスマス家族会と同時開催の
1/10(金)
後期半年報 提出（クラブ → 富士山部会員増強事業主査）
為、18：00 より短縮で行いました。
1/12(日)
伊東市令和 2 年成人式 会場：伊東市観光会館
プロ/ドラ委員長：鈴木 敦 Ys の司
式典出席：久保田会長 式典協力：浅倉・榎本・金子・古田（予定） 会進行。開会の言葉で鈴木委員長は
1/15(水)
国際役員投票 1/31(金)スイス必着
「出席のメンバーが少なく非常に寂
しいが、伊東クラブらしさで楽しく
1/20(月)
ドッジボール大会 反省会 開催 ※詳細は後日
やりましょう！」と…。久保田会長
1/25(土)
富士山部 第 2 回役員会/評議会 会場：熱海 YMCA
は挨拶で「嬉しいことがありまし
役員会 13：00～ 評議会 14：15～ 登録料：￥500た！野村慶和 Ys が無事に退院し欠
出席：久保田会長・牛田・榎本・他
席予定であった 12 月例会に出席し
2/1(土)
Change! 2022 シンポジウム開催 13：00 ～ 16：30
てくれました」と笑顔で報告。浅倉
会場：東京 YMCA 社会体育・保育専門学校 2F 演習室
書記から「次回運営委員会は
2/2(日)
第 48 回伊東駅伝競走大会協賛
12/26(木)19：00～に変更となり
区間賞 副賞（中学生男女 各 5 区間/計 10 個）
ます」と報告。金子ＣＳ委員長から
2/10(月)
2 月例会（TOF）EMC セミナー（開催予定）
は「第 18 回ドッジボール大会の収
支報告と反省会開催日を延期しま
2/15(土)
2019 年度 各種献金締め切り
2/15(土)
YMCA 青少年スキー教室 開催 参加人数：70 名（12/26 現在） す」と報告。古田 YMCA 青少年事業
委員長からはスキー教室参加者の進
16(日) 会場：サンメドウズ清里スキー場 宿泊：羽村市自然休暇村
捗状況等の報告。12/18(水)開催の
★プログラム/ドライバー委員会…1 月例会 伊東クラブ・下田クラブ 合同例会
「伊東市 5 クラブ懇親ゴルフ大会」
★プログラム/ドライバー委員会…1 月例会 富士山部部長公式訪問
への参加報告。出席率の報告後、牛
★プログラム/ドライバー委員会…1 月例会 伊東青年会議所年頭挨拶 4 名
田 Ys の閉会の言葉で 12 月例会は終
★プログラム/ドライバー委員会…2 月例会 TOF EMC セミナー（予定）
了となりました。メンバーの皆さん、
★親睦委員会…クリスマス家族会 収支報告 承認
今年も事業/活動にご協力ありがと
うございました。来年もメンバー一
★YMCA 青少年事業委員会…1/12(日) 伊東市令和 2 年成人式 式典協力
丸となり健康には充分留意し楽しん
★YMCA 青少年事業委員会…2/15(土)16(日) YMCA 青少年スキー教室 開催
でいきましょう。 記：齋藤福男
★ＣＳ委員会…1/20(月)第 18 回ワイズ杯ドッジボール大会 反省会 開催
★ＣＳ委員会…2/2(日)第 48 回伊東駅伝競走大会 協賛
★EMC/会員選考/訪問委員会…2 月例会で EMC セミナー開催予定

訃 報

堀口正作 Ys（1931 年 1 月 1 日生）行年 89 歳
伊東クラブ チャーターメンバー 第 13 代会長

ワイズをこよなく愛し、ご家族からも「ワイズ命だからね」と
言われていた堀口正作 Ys が令和 1 年 12 月 12 日（木）22 時
05 分ご逝去されました。44 年間ホーム例会に皆出席。下田ク
ラブへの訪問も永年にわたり皆出席。クラブ事業にも 100％の
出席率で自他共に認めるワイキチでした。2015 年度にはワイ
ズメンとして最高に栄誉ある「東日本区奈良 傳 賞」を受賞され
寿子婦人と長野市で登壇。正作先輩のご冥福をお祈り致します。
他クラブ訪問
12/13(金)御殿場クラブ 久保田康正君 榎本 博君
12/18(水)下田クラブ
久保田康正君 稲葉富士憲君 牛田 俊夫君 榎本 博君

と
き・・・2 月 11 日(月)
受
付・・・牛田 俊夫君
司
会・・・齋藤 福男君
開会の言葉・・・梅原 敬二君
ワイズの信条・・野村 慶和君
私のコーナー・・山田 光彦君
閉会の言葉・・・榎本
博君
※2 月例会は TOF 例会のため
食事は出ませんので各自済ませて
来てください。
受付：18：30～ 開会：19：00
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12 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
14 名
6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

12 月例会出席率 77％

12 月例会スマイル報告
0名
0名
3名
23 名
77％
0名

当月

37000 円

累計

東日本区・富士山部

194000 円

ＹＭＣＡ基金
当月

円

累計

円

ＢＦ基金(切手)
当月

kg

累計

pt

累計

ＩＢＣ／ＤＢＣ
熱海ＹＭＣＡ 連絡/報告

kg

ＢＦ現金
当月

【強調月間】

pt

1/9(木)理事運営委員会＆新年会
出席：牛田理事・久保田理事
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【会報/ＩＴ/広報委員会】委員長：齋藤福男

副委員長：牛田俊夫
2

委員：安藤真範・杉本隆夫・山本 健

