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2021 年度

“ Y’s Men with the World ”

会長：稲葉富士憲 直前会長：久保田康正 次期会長：稲葉富士憲 Ａ副会長：久保田康正 Ｂ副会長：金子正樹 Ｃ副会長：久保田康正
書記：古田耕司 副書記：榎本 博 会計：杉本隆夫 幹事：久保田康正

会長主題 【 拓こうわれらの未来 】 “Let’ｓ build our great future ! ”

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

（世界とともにワイズメン）

例会日時：毎月第２月曜日

“ 100 年を越えて変革しよう ”

伊東ワイズメンズクラブ

“ 私たちは次の世代のために何ができるか ”

Vol.545

CHARTERED
Nov.23.1976

“ ワイズ リニューアル
今、できることをしたたかに ”

マタイによる福音書

日
会
受
司

時
場
付
会

発行：2022/1/5

5章5節

1 月 10 日(月) 18：30 ～ 21：00
暖香園 ル・オール会議室（2 階）
浦頭 薫君・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
・ゲスト/ビジター紹介/
会長
・下田クラブ会長挨拶
会長
・富士山部部長挨拶
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）
・スマイル
・委員会報告
・1 分間スピーチ
・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

稲葉富士憲君
榎本
博君
杉本 隆夫君
一
同
稲葉富士憲君
稲葉富士憲君
清野 大樹君
小原 進一君
古田 耕司君
土屋 健治君
親睦委員会
浅倉 秀行君
親睦委員会
各委員会
出席者一同
担当委員会
佐藤
諭君
清野 大樹君

該当者なし

30 日

榎本順子さん

31 日

浅倉七瀬さん

該当者なし

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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あ新年あけましておめ
でとうございます。本年
も伊東クラブの活動に
皆様の ご協力をお願申
し上げます。今年こそ
は、コロナウィルスの呪
縛から解放され、自由に行動できる、自由にワイ
ズ活動ができる、と期待していましたが、オミク
ロン株の登場により前途に暗雲が漂い始めまし
た。また、会長に就任して以来、キャンプ教室、
ドッジボール大会、スキー教室という伊東クラブ
の主要事業がすべて中止となり、クラブの存在意
義さえ危うくなるような状況が続いています。試
練の時と言えるでしょう。しかし、夜明け前の水
平線上にかすかな光が射すように、明るい兆しも
見え始めました。例会を開催できるのは最初の光
です。仲間の顔を見て互いを確認できる喜びを深
く感じました。顔を合わせることにより、旅行に
行こう、ゴルフに行こうなどと様々な計画が生ま
れるのは、第２の光です。そして、その中から具
体的になった最も明るい光は、彦根シャトークラ
ブ４０周年記念例会に参加するための親睦旅行で
す。４月２３日、全員参加をお願い致します。

ああけましておめでと
うございます。本年も宜
しくお願い致します。伊
東クラブの書記として
半年が過ぎました。今ま
では伊東クラブという
建物を窓越しに中の様子を見ている感覚でした
が、今期より室内を見、窓の外を眺める感覚に変
わりました。目線を変えれば景色も変わり、今ま
で様々な役を受け持ってくれていたメンバーの苦
労が見えてきて頭が下がる思いと共に、仕事との
両立など皆さん大変だったろうなと敬服します。
このコロナ渦でワイズ活動は限定的ですが、もし
例年通りの伊東クラブの事業をしていたらと思う
と不安感はぬぐえません。仕事と家庭とワイズ活
動のバランスは難しいですが、どれも疎かにする
事なく続ける努力をしていく気持ちが大切だと思
います。先輩方が『楽しくなければワイズじゃな
い！』と言っていました。最初は『楽しい＝ワイ
ズ』だと単純に思っていましたが、自ら努力して
何かを見つけ協力し合い成し遂げる楽しさもある
のではないか…と気がつきました。そして協力を
得るには親睦が重要な ワードの一つになると
思います。今年度の伊東クラブの後半は更なる親
睦の強さをみせたい。いや見せてやる！

6.5

6.5

ああけましておめでと
うございます。旧年中は
皆様に大変お世話にな
りました。本年もどうぞ
よろしくお願いします。
ワイズの活動が停滞し
て早いもので二回目のお正月を迎え、モヤモヤし
ている日々が続きますが何とか今年においては、
活動が出来るようになることを願います。プライ
ベートにおいては昨年も色々とあった一年であり
(笑)あっという間の一年でしたので今年はいい年
にしたいです。ワイズ活動においても、コロナ渦
だからやらないではなく、まずはできることから
行い、やれる活動を行っていければと思います。
伊東クラブにおいてもメンバーが少なくなり活動
幅が限定されてくると思いますが自分自身も新た
な気持ちになり、活動していきたいと思います。
本年ワイズ活動の最初は、成人式のお手伝いか
ら！そして今年はみんなで色々な活動が出来ます
ように！！

あ新年あけましておめで
とうございます。2021
年は日本のみならず世界
的にコロナ渦で忘れるこ
との出来ない 1 年でし
た。この影響で箱根小田
原方面も観光客の減少でサッパリでした⤵ 私達
クラブの事業も、キャンプ教室・ドッジボール大
会・スキー教室が中止となり、クラブメンバーの
モチベーションも下がっています。だからこそ、
次年度の事業活動においては早期より工夫など
し、実行できるようにしたいと思います。私もワ
イズに入会して 13 年が経ちました。会長時の主
題：
「奉仕と友情の輪を広げよう」 目標：
「青少年
健全育成事業・地域奉仕活動への積極的参加」こ
の気持ちを忘れずに今後も頑張っていこうと思い
ます。今年で 5 回目の年男（10/23）を迎えま
す。良い年にしたいと思います！今後も皆さんと
一緒に元気なクラブ作りをしたいと思います。宜
しくお願いします ^^/
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あ新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては新春を清々し
い気持ちでお迎えのこととお慶び申し上げます。昨年は多くのお力添えを頂き
誠にありがとうございました。本年もどうぞ宜しくお願い致します。
新しい年を迎え、今期も既に半年が過ぎようとしています。私なりに必死に駆け
抜けた半年間だったので、月日の流れの早さを痛感しています。今期は初代会長
を務めた私の父 正村公一が皆様と共に設立した彦根シャトーワイズメンズク
ラブも４０周年という大変重要な年です。その年に私が会長という重役を担う事になり、責務をしっか
り果たせるかどうか、私自身大変不安でもありますが、諸先輩方のご指導を頂きながら務めさせて頂き
たいと背筋を伸ばしております。父が大切に育み、皆様がより深めてきてくださったワイズの姿・絆を
礎に、新世代の風も吹かすことができるよう、情熱を持って様々な事に挑戦していきたいと思います。
コロナ禍の中、例会・部会など交流の場が難しいかもしれませんが、その中でも「今しか出来ないこと」
「今だからできること」
「今やらなくてはいけないこと」を千思万考しつつ活動していければと思います。
未熟な私を支えてくださった皆様への感謝と恩返しの気持ちを忘れずに、これまでの経験で学んだ事を
存分に生かし、会長という重責をしっかり果たしていきたいと思います。クラブ創生期に活躍された諸
先輩方が、胸に抱き夢に描いた理想を、今一度 噛み締め見つめなおし、再び愛と夢に満ちた未来につな
がるクラブ造りを目指すためにも、引き続き皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
父がよく語っていた「自己研鑽を惜しまない」の言葉を胸に、父の想いと共に後期も私の持てる力を出
し切って頑張りますので、どうぞ宜しくお願いいたします！
7.5

あ明けましておめでとうございます。正村曉子会長の下、４０周年
記念事業特別委員長に任命された関口です。始動したのが７月、１
回目の委員会を開き、滋賀 YMCA の要望で「風の谷キャンプ場」
にテントサイト６基を設置する事が決まりました。８月には長浜３
５周年事業担当とミーティングを踏まえ、４０周年記念事業の工
期・予算などを決め、９月１１日には設置場所も決まり、過密スケ
ジュール（土・日の作業）の中で前川事業部長を筆頭に、シャトー
クラブ・長浜クラブとの連携で１１月に完成し、１２月にはお披露目例会を行う事が出来ました。実
質、ひと月ちょっとの日数で、テントサイト６基をコロナの中、完成出来たのはシャトークラブのチー
ムワークと長浜クラブの瞬発力があったからこそです。しかし４０周年記念事業は、４月に記念式典を
行わないと完結になりません。ちょうど半分が終わった頃合いです。次は記念誌作成と記念式典に向か
い、楽しく思い出に残る式典にしようと考え企画中です。伊東クラブにおいては、稲葉会長はじめ、多
くのメンバーさんが来てくれるものと確信しています。今から伊東クラブ多くのメンバーに会えること
を楽しみにしています。では、首を長くして彦根へのお越しをお待ちしております。
7.5

あ最初の親睦委員会の大きな事業といえば「新旧役員歓送迎会」です
よね ^^ でも新型コロナ（最近ではオミクロン株だって）感染拡大防
止のため延期となり、やっと 12 月例会の中で開催されました。直前
会長の久保田 Ys・直前書記の牛田 Ys に感謝状楯と花束の贈呈。旧
稲葉Ａ副会長、旧Ｂ榎本副会長、旧杉本会計、旧梅原副書記に花束を
贈呈しました。「これで終わり…？」本来 12 月例会はクリスマス家
族会と合わせ開催し、みんなでワイワイガヤガヤ♪ 余興やゲーム・
楽しいお酒に酔いしれる？のですが、今年度も叶いませんでした。延期ダ⤵ 中止ダ⤵ と事業/活動がま
ともに出来ず、私自身も出ばなをくじかれガッカリしています。皆も同様…テンションがた落ち⤵ しか
～し！まだ半期残っている事を幸いに… みんなで楽しい事を立案実行して、活気を取り戻し、会員増強
にもつなげましょう！本来の楽しい愉快な伊東クラブに回復させるワクチンを接種しましょう！
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12/13(月)

12 月例会 第 544 回 は通常開催されました
（新旧役員歓送迎会を同時開催）

12/27(月)

第 6 回 四役会・運営委員会 開催

12 月例会（第 544 回）も通常
開催されました。司会は久保田
Ys・開会の挨拶は鈴木 Ys。稲葉
会長は挨拶で「今後の私達の行動
次第では、オミクロン株の脅威と
相まって、再び大きな感染拡大の
波が生じる可能性があります。
自
分自身や大切な人を守るため、
新
たな変異株を正しく警戒しなが
ら基本的な感染防止対策を油断
なく継続いただき、年末年始の感
染リスクへの備えを徹底し、新し
い年を迎えましょう。
ワイズ活動
もこれらを前提にゲリラ的にサ
ッとやって、
サッと引揚げるなど
の事が求められるのでは…」と話
されました。
延び延びとなってい
た新旧役員歓送迎会が、やっと開
催出来ました（花束と記念品贈呈
のみ）前年度の役員の皆さんお疲
れさまでした。
記：榎本

2022 年

11/7(金)

Change！2022 推進委員会 Zoom 会議
出席：榎本

11/9(日)

伊東市令和 4 年成人式 式典協力
会場：伊東市観光会館
式典出席：稲葉会長
式典協力：金子 A 副会長・古田書記・榎本副書記

11/10(月)

1 月例会 第 545 回 伊東・下田クラブ合同例会 開催
富士山部部長 公式訪問
会場：暖香園 ル・オール会議室（2 階）18：30 開会

11/10(月)

後期半年報 提出（クラブ → 富士山部部長）

11/13(木)

静岡 YMCA 理事運営委員会
会場：静岡 YMCA 熱海センター
出席：牛田理事・久保田運営委員（予定）

11/15(土)

富士山部 第 2 回 役員会/評議会
会場：静岡 YMCA 熱海センター
出席：稲葉会長・久保田 B 副会長・古田書記・杉本会計
榎本会員増強事業主査（予定）

11/28(金)迄

国際役員投票（日本時間 1/29(土)AM1:00）必着

12/14(月)

2 月例会 第 546 回（TOF 予定）

14/23(土)

※DBC 彦根シャトークラブ 40 周年記念例会
会場：エクシブ琵琶湖（詳細は後日）

●プログラム/ドライバー委員会…1 月例会は下田クラブとの合同例会
●プログラム/ドライバー委員会…富士山部部長 公式訪問
●親睦委員会…親睦旅行を彦根シャトー 40 周年記念例会にかける方向で
●親睦委員会…企画検討

と き・・・・2 月 14 日(月)
受 付・・・・・牛田 俊夫君
司 会・・・・・浦頭
薫君
開会の言葉・・・佐藤
諭君
ワイズの信条・・久保田康正君
私のコーナー・・山田 光彦君
閉会の言葉・・・榎本
博君
あ

あ

●CS 委員会…2/6(日)伊東駅伝競走大会 協賛（今期は区間賞を敢闘賞に変更）

あ

あ

★熱海市伊豆山土砂災害への義援金は静岡 YMCA に寄贈 承認

あ

★YMCA 伊東センター…雨漏り補修工事の件（斎藤 Ys に依頼）

あ
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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

17 名
0名
3名
0名
9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

12 月例会出席率 64％

スマイル報告
0名
0名
0名
9名
64％
0名

東日本区・富士山部

当月

11000 円

累計

58000 円

当月

円

累計

円

当月

kg

累計

kg

累計

pt

当月

pt

【強調月間】

IBC ／ DBC

1/13(木)
理事運営委員会 開催
出席：牛田理事・久保田運営委員

5

【会報/ＩＴ/広報委員会】

委員長：梅原敬二

副委員長：榎本
8

博

委員：稲葉富士憲・古田耕司

