ＴＨＥ ＳＥＲＶＩＣＥ ＣＬＵＢ ＯＦ ＴＨＥ Ｙ.Ｍ.Ｃ.Ａ
ＡＦＦＩＬＩＡＴＥＤ ＷＩＴＨ ＴＨＥ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ ＯＦ Ｙ'ＳＭＥＮ'Ｓ ＣＬＵＢＳ

Ｔｈｅ Ｙ'ｓ Ｍｅｎ'ｓ Ｃｌｕｂ ｏｆ Ｉｔｏ

２００５年度

伊東ワイズメンズクラブ

ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ
ＯＣＴ,４,１９７６

６月号会報

“ ＴＯ ＡＣＫＮＯＷＬＥＤＧＥ ＴＨＥ ＤＵＴＹ ＴＨＡＴ ＡＣＣＯＭＰＡＮＩＥＳ ＥＶＥＲＹ ＲＩＧＨＴ ” （Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｍｏｔｔｏ）

＊会長主題“まず自分が楽しく、そしてワイズも楽しく”“To make me happy is to make Y's
会
長 末吉逸男
直前会長 佐野 淳
次期会長 野村慶和

Ａ副会長 牛田 俊夫
Ｂ副会長 宮本 敏一
Ｃ副会長 久保田康正

書 記 稲葉富士憲
会 計 浜野 健治
副書記 山 田 誠

happy”

幹事 久保田康正

第９回東日本区大会 仙台国際センターにて ２００６年６月３日

今月の聖句

６月例会プログラム 第３５８回

もし、だれかがあなたの右の頬を打つなら、ほかの頬を
も向けてやりなさい。あなたを訴へて、下着を取ろうと
する者には、上着をも与えなさい。

と き：６月１２日（月）６:３０ｐｍ～９:００ｐｍ
ところ：暖香園 ル・オール会議室
受 付 榎本 博君・佐竹幹雄君
〃 （ビジター） 及川泰広君
司 会 飯田 進君
＊開会の言葉
佐藤
諭君
＊ワイズの信条
田辺寛司君
＊ワイズソング
一
同
＊会長挨拶
末吉逸男君
＊誕生・結婚祝
親睦委員会
＊食事〈食前の感謝〉
堀田和宏君
＊スマイル
親睦委員会
＊委員会報告
各 委 員 会
＊定時総会
議長 末 吉 逸 男 君
＊私のコーナー
鈴木隆夫君
＊出席率・スマイル報告
担当委員会
＊役員引継式
＊閉会の言葉
原
昭三君

マタイによる福音書 第５章 第39節～第40節

６月誕生日おめでとう
１日 榎本 博君
メネット
１日 鈴木千代里さん

１日 野村明美さん

６日 浜野 礼子さん

７日 堀口寿子さん

１５日 田 辺 操さん

６月結婚記念日おめでとう
１４日 飯田 進君

５月例会報告
メネット
出席率

在籍者

０名
９７％

３６名（シニア１名）

コメット
メーキャップ

スマイル報告

３７,０００円

スマイル累計

４１７,０００円

０名

出席者

シニア

０名

０名 修正出席率
ＹＭＣＡ基金
ＹＭＣＡ基金累計

３５名

ゲスト

出席者総数
０名

９７％ ＢＦ現金

ビジター

３７名
２名
Ｐｔ

０円

ＢＦ切手

Ｐｔ

９５,０００円

ＢＦ累計

２１１,０００Ｐｔ

＊例会日時：毎月第２月曜日 ６:３０PM～９:００PM 例会場：伊東暖香園 ル・オール会議室 TEL３７－００１１(代)
＊クラブ事務所 〒414-0033 伊東市馬場町１丁目１番２号（ＹＭＣＡ伊東センター）TEL(0557)３６－２４４２番

＊国際会長主題“求めるワイズから行動するワイズへ”“Be Y'smen in Deed not Y'smen in Need”
ワイズの話、続きＬＴ委員の北村ワイズより現況報告、
部からは監事鍋田ワイズの講評、質疑応答、富士山部歌
野村慶和 を全員で、閉会の辞を次々期富士山部長長谷川ワイズが
話し、１６時に閉会点鐘となりました。出席後私感です
が、一年は早かったなあ！もう研修会に出席する時期に
なってしまった。皆様に迷惑かけぬ様にと、又楽しみな
がらやっていこうかなと！出席参加していただいた役員
の皆様ご苦労様でした。一年間仲良くそして協力して下
さいお願いします。

２００６年度 富士山部次期クラブ役員研修会
日時 ２００６年５月２８日（日）
会場 熱海いきいきプラザ

次期現合同運営委員会
鈴木章弘
挨拶する次期西島富士山部長

末吉会長年度もいよいよ大詰めをむかえておりますが

朝から雨、梅雨入りの報道が流れる本日、熱海クラブ次 ５月３０日（火）１８時００分よりラヴィエ川良で次期
期富士山部長西島智仁氏のお膝元熱海いきいきプラザに 現合同運営委員会を行いました。活発な意見を出しあっ
た後、楽しい懇親会へとうつりました。稲葉書記が司会
て午後２時より開催されました。
（その時は雨が降ってい
役を勤め、佐野直前会長の「かんぱあーい！！」の発声
ませんでした！）私たちは、伊東市役所駐車場に１２時
で懇親会が始まりました。メンバー同志が酒を酌み交わ
３０分集合、榎本副書記のワゴン車に次のメンバーが同 し、伊東のワイズを益々活性化していくにはどうしたら
乗熱海へ向う事に成りました。
（向井Ｂ副会長、小川次期 いいのか等、
“ワイズ談議”で盛り上がりました。宴も盛
会長、鈴木章弘書記、鈴木敦親睦委員長、と私の６名） り上がってきたところで次期野村会長の“中締め”のこ
定刻の１３時３０分前に到着、午前の現役員会、研修会 とばで各々２次会へ場所をうつしました。
が遅れたとの事１４時に変更と成りました。自家用車で
出席の鈴木芳男青少年委員長そして午前中より出席の今
期Ｃ副会長及びユースボランティアリーダースフォーラ
ム担当の山田誠ワイズと合流、会場近くの喫茶店で一休
みし、会場入りとなりました。現熱海クラブ青木会長の
挨拶で開会されました。
次期会長野村Ｙ'ｓ他執行部

速 報 ！ ！
第９回東日本区大会表彰
ＢＦ（一人当たり献金貢献賞）第一位
次期の事業計画を発表する次期野村会長

ＡＳＦ献金貢献賞 第一位

第二位
中山書記の司会で進行、西島次期部長の所信表明があり ＥＭＣ－Ｃ（出席率）優秀賞
ました。又司会より例会は分科会に別かれて討議、本日 ＥＭＣ－Ｃ（退会者ゼロ）ノンドロップ賞
は委員長出席が少ない為中止全体会議になりましたとの ＩＢＣ交流賞（表彰クラブは６クラブ）
話。部長主題「誇りあるクラブ、誇れる仲間」と内容説 ユース支援賞（表彰クラブは９クラブ）
明。その中で各クラブ２名以上の会員増強を！と富士山 ＣＳ（一人当たり目標額１,２５０円）達成賞
部のメンバー数今期には３００名に増やそう！と強く訴 ＢＦ（一人当たり目標額２,０００円）達成賞
えました。その後議事に入り部役員紹介、その後チャー ＴＯＦ（一人当たり目標額１,３００円）達成賞
ター順に各クラブ会長の所信表明がありました（簡単 以上のとおり数々の賞をいただきました。会員の皆様へ
は心から感謝申し上げます。今大会では末吉逸男会長は
に！）次期行事予定表を中山次期書記より説明、ここで
三度壇上に上り伊東クラブの日本区へ対する貢献度をア
一段落休憩、ケーキと飲物が配られ各自味わうメンバ
ピールして来ました。来年のホストクラブとして十分な
ー、この建物は禁煙の為外まで出て一服するメンバー
ＰＲが出来たことと思います。
さまざまでした。その後区より会員増強事業主任の栗本
＊東日本区理事主題“親睦・奉仕 新しいワイズダムのすすめ”“Friendship and Service for a New Wave in Y'sdom”

＊ ア ジ ア 会 長 主 題 “ 行 動 す る リ ー ダ ー に な ろ う ”“ L e a d

b y Yo u r A c t i o n ”

大会旗引継

第９回東日本区大会 バナーセレモニー

梅原実行委員長と田辺、塩谷副実行委員長

大会も無事終わり４日の昼食は塩釜港のお寿司屋さんに
て親睦会となりました。親睦委員長の小川幸一Ｙ'ｓが美
味しい寿司屋さんを予約しておいていただいたので限ら
れた時間もスムーズに運び近海物のまぐろのトロを感激

第９回東日本区大会プログラム

しながらいただきました。

２００６年６月３日（土）～４日（日）
式典会場：仙台国際センター
晩餐会会場：ホテル松島大観荘（千代の間）
開会式

１２時４０分～

２Ｆ大ホール

バナーセレモニー・開会宣言 点鐘・ワイズソング
聖書朗読・開会祈祷・来賓紹介・来賓祝辞
メモリアルアワー
東日本区区アワーⅠ

１３時５０分～

理事挨拶・年次報告・年次代議員会報告
部長報告・事業主任報告
東日本区区アワーⅡ

１５時３０分～

表彰式
晩餐会

１９時００分～

津軽三味線・食前の感謝・西馬音内盆踊り
早朝礼拝・記念講演・次期大会アピール・抽選会
東日本区区アワーⅢ

１０時５０分～

理事引継式・次期理事所信表明・新役員紹介

＊富士山部長主題 “ワイズ諸君！初心に還ろう！”
“Y'smen！Recall Begining Spirit”

▼ 出席第一・奉仕・時間厳守・親睦 ▼
運営委員会だより

５月例会だより
５月例会は、塩谷浩君の司会で始まりました。佐竹幹雄君の
開会の言葉、山本昌輝君のワイズの信条、ワイズソングと続
き、末吉会長の挨拶では、私も会長として例会の挨拶も、あ
と１回で終わりますが、もう少し頑張りますとの事でした。
また東日本区大会２７名もの多くの登録ありがとう御座いま
す、私も会長として誇りに思いますとの話がありました。
稲葉富士憲君の書記報告、誕生、結婚祝いと続き、榎本博君

５月３０日ホテルラヴィエ川良にて

※執行部、部、区よりの連絡報告協議事項
＊５月２１日熱海ＹＭＣＡ総会が開催されました
理事２名が出席

の食前の感謝で楽しい食事に入りました。食事がすんで、ス
マイル、委員会報告と終わり卓話の時間になりました。田辺
寛司ワイズがピンチヒッターでインドの話をしてくれました
が、２年前にワイズの国際大会で行った時にニューデリー空

＊５月２８日（日）第３回富士山部役員会・評議会が熱海

港で１２時間も缶詰め状態で酷い目にあったそうです。そこ

保健センターにて開催され今期役員４名が出席しました

で、もう１度インドに行きたくてスズキの車を５０台売ると

続いて次期役員研修会が午後２時から開催されました

招待されるとの事で目標を達成して行ってきたそうです。
インドでは７０％近く

出席者は８名
＊第９回東日本区大会の参加者は現在２７名

がスズキの車だそうで

当日の出発は八幡野を朝３時１５分です

す。インド人の月給は

＊第６７回国際大会が８月３日（木）～６日（日）韓国釜山

１万円位で人口約１０

にて開催されます。登録締切は５月末となっております
＊次期ドッジボール実行委員会はＢグループに所属すること
を決定しました

億人、国土は日本の７
倍、宗教はビンズー
教、イスラム教など

※委員会タイム

＊プログラム・・・６月は定時総会で次期の事業計画及び
予算案の承認、役員の引継式及び役員バッジの交換式を
行います
＊親

睦・・・東日本区大会参加に合わせて親睦行事は

塩釜にて寿司会食を予定してます
＊Ｃ

Ｓ・・・５月２８日ゴミゼロ運動は雨天の為中止

となりました

５月例会卓話者の田辺寛司Ｙ'ｓ

色々な話を聞かせてい

ただきました。私のコーナーでは、山田誠君が民生委員をや
っている事から伊東市の生活保護を受けている世帯の状況が
静岡県内ワースト１であるとの話がありました。ドライバー
委員会より出席率の報告（９７％）親睦委員会よりスマイル
報告（３万７千円）があり、石川騰君の閉会の言葉で５月例
会は無事終了しました。
会報委員会 佐藤 諭 記

＊ＥＭＣ会員選考訪問・・退会希望者についての対応を検討
入会予定者１名を６月例会に出席予定
＊東日本区大会準備委員会・・・第１０回日本区大会の案内
（第一報）が出来ました。６月例会に配布致します
＊次期執行部より次年度の事業計画及び予算案が提出され
審議されました

＊＊＊ ７月１０日 第３５９回例会予告 ＊＊＊
受

付 及川 泰広君
〃
原
充君
ビ ジ タ ー 久保田康正君
開会の言葉 稲葉富士憲君

ワイズの信条
食前の感謝
司
会
閉会の言葉

鈴木隆夫君
鈴木 敦君
原 昭三君
堀崎龍夫君

他クラブ訪問記録
＊下田クラブ（５月１７日・水曜日） ３人 小川幸一君、原
＊会長宅 〒413-0232 伊東市八幡野１１２７－３４＊
ＴＥＬ：<０５５７> ５４－１６６９ ＦＡＸ：５４－１６３９

充君、山田 誠君
＊会報委員会 佐藤・鈴木(芳)・泉・戸田・山田＊
委員長ＴＥＬ：<0557> ４４－１５１２ (Ｆ)４５－０３８８

