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ともに流そう奉仕の汗を！

＊会長主題

会
長 小川幸一
Ａ副会長 塩谷 浩

直前会長 野村慶和
Ｂ副会長 佐野 淳

Let's perspire for service together！

次期会長 向井信男
Ｃ副会長 鈴木隆夫

書 記 榎本 博
会 計 牛田俊夫

副書記 稲葉信一
幹事 佐野 淳・末吉逸男

２００８．ＹＭＣＡ伊東センタースキー教室

今月の聖句

３月例会プログラム 第３７９回

収穫は多いが、働き人は少ない。だから、収穫の主が働き
人を収穫のために送ってくださるように祈り求めなさい。
マタイによる福音書 第９章 第３８節

３月誕生日おめでとう
１５日 泉 忠 明君
３０日 鈴 木 敦君
メネット
２７日 植松亮江さん

２１日 梅原敬二君

３月結婚記念日おめでとう
１３日 久保田康正君
１９日 榎 本 博君
２２日 宮本 敏一君

２月例会報告
メネット
出席率

１５日 鈴木章弘君
２１日 堀崎龍夫君

在籍者
名

８９％

３６名（シニア１名）

コメット
メーキャップ

スマイル報告

２３,０００円

スマイル累計

２１２,０００円

と き：３月１０日（月）６:３０ｐｍ〜９:００ｐｍ
ところ：暖香園 ル・オール会議室
受 付 山本昌輝君・原
充君
〃 （ビジター） 宮本敏一君
司 会 鈴木芳男君
＊開会の言葉
泉
忠明
＊ワイズの信条
鈴木章弘
＊ワイズソング
一
＊会長挨拶
小川幸一
＊誕生・結婚祝
親睦委員
＊食事〈食前の感謝〉
鈴木
敦
＊スマイル
親睦委員
＊委員会報告
各 委 員
＊卓話
大村俊之
＊私のコーナー
橋場
徹
＊出席率・スマイル報告
担当委員
＊閉会の言葉
飯田
進

名

シニア

４名 修正出席率

出席者
１名

３１名

ゲスト

出席者総数
４名

１００％ ＢＦ現金

ビジター

君
君
同
君
会
君
会
会
氏
君
会
君

４０名
４名

３１,０００Ｐｔ

ＹＭＣＡ基金

円

ＢＦ切手

Ｐｔ

ＹＭＣＡ基金累計

円

ＢＦ累計

１５９,０００Ｐｔ

＊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

国境なき奉仕

ＹＭＣＡスキー教室

Service

Without

Borders

大池小学校４年 田邊瑠唯

ＹＭＣＡ青少年委員長 稲葉富士憲 私は、今日のスキーが初めてでした。最初はすべれそう
じゃなかったけど、やってみたら少し出来ました。練習
はちょっとむずかしかったけど、先生に教えてもらって
出来るようになりました。ちがう先生といっしょにすべ
っていたら、スピードが出てうまくすべれるようになり
ました。リフトに乗る時、先生と乗りました。乗る時は
大じょうぶだったけどおりる時がむずかしかったです。
高いし、早いし、たまに「ボコッ」といくからこわかっ
たけど、だん
だん楽しくな
って来てたく
さんできまし
八ヶ岳の麓サンメドウズスキー場
た。楽しかっ
平成 20 年度 YMCA スキー教室は、2 月 16 日、17 日と二 たです。
スキー教室特訓中
日間にわたり山梨のサンメドウズ清里スキー場におい
て、参加者 54 名と、メンバー12 名、随行 1 名の合計 67 大池小学校３年 小川朋恵
名で実施された。今年は、市役所西玄関が集合場所とな
さいしょはものすごくすべれなかったです。だって生ま
り、暗い中 AM5:30 から応援メンバーによる受付が始ま れて初めてだったので、いいきねんだと思いました。練
った。混雑はしたが、AM6:00 に出発、バスは、例年の 習をしてかなりじょうたつしました。さいごにリフトに
通り 3 箇所のドライブインで休憩を取りながら、現地ス 乗れました。四年生になってもまたきたいです。
キー場に AM10:40 頃到着。各自大広間にて昼食をとった
後、ゲレンデに向かった。初心者の教室は、PM１:00 か 南小学校４年

高杉涼春

ら始まり、インストラクター４名の指導により 30 名ほ 今日は、久しぶりにやって最初はこわかったけど何回も
どが、初めてのスキーに挑戦した。例年通り、泣き出す やっているうちになれてきてたのしかった。ちがうコー
子、倒れたまま起き上がれない子などが続出したが、2 スにもちょうせんしたり、たくさんころんでいたのに
時間の教室が終わる頃には、全員何とか 1 人で滑れるよ １回もころばなくてすべれた時はすごくうれしかった。
リフトもおりる時や
うになり、毎年のこととはいえ、子どもの覚えの早さに
のぼっている時はお
感心するのだった。その後は、パトロールをしても問題
ちないか、ころばな
になるような事件はなく、あっという間に 1 日目が終わ い か し ん ぱ い だ っ
った。夜になると、問題行動をおこしがちな大人もなぜ た。上級コースを見
かすぐに寝てしまい、例年に無い穏やかさだった。2 日 ると高くてとてもい
目は、さらに何事もない 1 日で、子どもの人数がそろっ こうとは思わなかっ
スキー教室まずは整列
ているかどうかだけを気にして、帰路に着いたのだっ たけど、ゆるやかな
しゃめんの所ですべっていると気持ちよかった。すごく
た。伊東には予定の時刻に到着。お迎えも間に合い、心
さむかったけど５年生になってもきたい。
からほっとしたのだった。随行メンバーの皆様大変ご苦
労様でした。

西小学校４年 大沼紫乃
今日初めて山のちょうじょうまで行って下におりまし

東小学校４年 阿部舞香

た。わたしは今年で二回目のスキーツアーです。リフト

今日は今年初めてスキーをすべりました。きょ年よりす でちょう上まで行くのはかんたんだけど下りて来るのは
すごく大変でした。何度もころんですべりおちたけどさ
すむスピードがはやくてちょっとこわかったです。でも
いごにはやっとリフト乗り場につきました。足がすごく
だんだんなれてリフトに８回ぐらいのりました。１回こ
痛かったし、つかれていたけれどついたらまたすべりた
ろんだときはなかなかたてなくてたいへんでした。雪で
くなりました。でもうちょう上までは行きませんがかん
山がつくってあってそこをスキーですべったらボコボコ
たんなコースをすべりました。つかれたし足もいたかっ
していてころびそうでした。あしたももっともっとすべ
たけどまた上手になったらちょう上まで行きたいです。
ってプロみたいになりたいです。来年も来たいです。

＊ 東 日 本 区 理 事 主題

常に 前進

若者と共 に

Ever Onward − with youths

＊アジア会長主題

国境なき奉仕

Service

Without

Borders

日々の思い出

西小学校４年 西村綜一朗

堀崎龍夫

今日は、初めてのスキーでさいしょはころんでばかりだ
ったけど、５回ぐらいやるとだんだんなれてきて、ころ

とにかく最初は夢中でした。もう

ぶかいすうもへってきました。そして夜ごはんでバンバ

一生けん命でした。自分でもＹキ

ーグをたべてすごくおいしかったです。デザートのアイ

チ、Ｙチュウかと思っていまし

スもすごくおいしかったです。らいねんもきたいと思っ

た。仕事よりも家庭よりもワイズ

ています。

中心でした。今から思えば、なつ
かしい思い出です。今から３２年前の５月にワイズメ

西小学校３年 山田たくみ

ンズクラブを伊東に作る為に集められ、１〜２回設立
この日はじめてスキーをやった。さいしょはくつがおも 準備会にて説明を受け、その５月に熱海クラブに入会
くていやだったけど、
させられ、それ以後月に２〜３回の会合を持ち、９月
だんだんなれてきてよ

１３日（月）に設立総会、１１月２３日（火）に伊東

かったと思う。さいし

クラブのチャーターナイトを挙行。チャーターメンバ

ょの時はブレーキがあ

ーは５３名（？）そのうち７〜８名は私が強引に誘っ

んまりできなくてころ

て、入会してもらいました。それから２０年間位は自

びまくった。なれてき

分から手を上げ、何んでもやらせてもらいました。２

てすべれるようになっ

なんとか滑れるようになりました

９才で初代副会長、そして特に３９才で１１代目の会

た。そしておわった手がつめたくてすぐにはいった。

長をしました。今から思えば、はずかしい！よくやっ

けっこう楽しかった。

たものだ。まあ自分中心の中華思想そのもの。しかし
自画自賛的に言えばＹＭＣＡ伊東センターの建設、同

南小学校４年 久保春果

センターの献堂式、祝賀会の開催、同センターの使用

今日は初めてだったので何十回もころびました。でも楽
しかったです。また来年も行きたいです。はやくじょう
たつして中級やじょう級に行きたいです。がんばるぞう
〜。めあてはころばないようにすること。

規約の作成、そして当クラブの１０年目の節目とし
て、クラブ会則の全面的見直し等々とやりたい放題し
ました。私なりに残念に思っておりますことは、その
時市内のそれなりの立場で、有名で実力のある方々
に、この伊東ＹＭＣＡセンターの運営にたずさわって

大池小学校４年 伊代野理子

いただこうと、各方面へ働きかけたところ、このセン

初めてスキーをやったけど、うまくすべれてよかったです。

ターは伊東ワイズメンズクラブの大事な財産だから、
もし乗っ取られたら、困るからダメだと反対され、現

次々期会長決定！！

在に至っていることが、少し心残りです。あのまま袋

伊東クラブ第３４代会長は及川泰広君に決定致しました
次々期会長選考委員会

だたきにあっても強引に、押しまくっていたらどうな
っていたことでしょう。でも最近のこの私の状況から
考えますと、何も言えた立場ではありません。今しば
らく少しの間この伊東クラブに籍を置かせていただけ

次期委員長決定！！

れば充分です。皆様の足手まといにならないようにし
Ａグループ

プログラム委員長：堀崎龍夫、会報委員

長：稲葉富士憲、ドライバー委員長：石川
員長：稲葉信一 Ｂグループ
佐藤
長：原

たいと思います。よろしくお願いいたします。

騰、親睦委

チャーターメンバー寄稿−８

ＹＭＣＡ青少年委員長：

諭、ＣＳ・ＢＦ委員長：牛田俊夫、ＩＢＣ委員

メネット親睦会開催

充、ドッジボール委員長：久保田康正

Ｃグループ

ＥＭＣ会員選考訪問委員長：原

報委員長：鈴木

昭三、広

敦、文献管理・ＩＴ委員長：鈴木芳

男、会則研究委員長：堀口正作

＊富士山部長主題

２月２３日 於：花八季
恒例となりましたメネット親睦会は、１７名の参加で
今年も花八季にて開催され、二次会は全員でジョナサ
ンに行きメネット間の親睦を深めていただきました。

学習と親睦

Academy

＆

Fellowships

▼ 出席第一・奉仕・時間厳守・親睦 ▼
〈花と海といで湯の街伊東〉
〜 ぜひおいで下さい 〜

２月例会だより
稲葉富士憲君の司会で第３７８回２月例会が始まりました。
石川騰君の開会の言葉、鈴木芳男君のワイズの信条に続き
小川会長の挨拶では立春を過ぎたけどまだまだ寒い日が続い
ております。皆さんお体に気をつけてワイズ活動により一層
励んで下さいとのことでした。今月は会員増強の強調月間と
いうことで例会見学者が３名来られたなか例会は速やかに進
行していきました。向井次期会長より次期の執行部の発表、
誕生結婚祝い等々進み、末吉君のちょっと分かりずらい食前
の感謝で食事になりました。食事の後は親睦委員会によるス
マイルが行われ、その後委員会報告へと移りＹＭＣＡ青少年

大室山山麓 さくらの里
大室山の山焼きも終わり桜の季節になりました。

運営委員会だより

委員会からスキー教室の案内がされ「今回は集合場所が変更
になりましたので気をつけて下さい」とのことでした。一通
りの委員会報告が終了し熱海ＹＭＣＡ理事長の竹内敏朗氏の
卓話となりました。テーマは「これからの熱海ＹＭＣＡ」と

※執行部、部、区よりの連絡報告協議事項

題してワイズ全般から日本におけるＹＭＣＡのことやこれか

・2/23(土)メネット親睦会開催(花八季・17 名参加)
・3/ 8(土)フレッシュEMCセミナーが熱海 YMCAにて開催
(富士山部各クラブ入会 5 年未満が対象)
・2006年度クラブアワード報奨金授与式(山田 誠Ys 6960P
3 月例会で授与)
・会費の値下げが運営委員会で可決されました(次期より)
※委員会タイム

ら熱海ＹＭＣＡがどういう方向に行くべきかを話して下さい

・プログラム・・・今月の卓話者：大村俊之氏(三島クラブ)
・会報・・YMCA 青少年スキー教室参加者の感想文等の掲載。
・ドライバー・・・２月例会の出席率は４名のメーキャップ
により 100％に修正されました。
・親 睦・・・①例会後の親睦会開催 ②4/27(日)バーベキ
ュー家族会を開催予定です(伊東市青少年キャンプ場)
・YMCA青少年・・・2/16(土)17(日)YMCA 青少年スキー教室開
催されました(54 名参加)
・ＢＦ・ＣＳ・・①3月例会で古切手・年賀切手シートの回
収をします(3000P) ②収集したプルタブを社会福祉協議会
へ贈呈します(現金化して)③5 月に松川清掃を実施します
・ＩＢＣ・・・①3/13(木)〜3/16(日)で台湾新生クラブを訪
問します。②4/12(土)13(日)彦根シャトークラブお花見例
会に出席(参加者募集中)
・文献管理・ＩＴ・・・クラブホームページの更新中
・その他・・・①次期(2008/7〜2009/6)の委員会構成が発表
されました。②会報作成の為のレーザープリンター購入が
運営委員会で可決されました。③YMCA 伊東センターの階段
手摺補修工事を検討しております。

は２３,０００円。

ました。橋場徹君の「私のコーナー」ではパソコンを始めて
１０年、中々とりつきにくいパソコンもインターネットから
始めることを勧めておりました。また、例会見学者の３名の
方にはそれぞれ今日の例会の感想を話してもらい飯田進君の
閉会の言葉で終了となりました。出席率は８９％、スマイル
記 山田 誠

３月例会卓話者 大村俊之 氏
三島信用金庫相談役。青山学院大学法学部卒。昭和１４年生
まれ、三島市出身。三島信用金庫常務、専務を経て理事長に
就任、現在に至る。（社）三島田方法人会会長、三島商工会
議所副会頭、社会福祉法人三島福祉協会理事長。
３月例会終了後に懇親会を開催致します。
懇親会に参加される方は飲酒運転にならないよう
配慮願います。
＊＊＊ ４月１４日 第３８０回例会予告 ＊＊＊
受

付 山田 誠君 開 会 の 言 葉 原 昭三君

〃

田辺寛司君 ワ イズの信条 佐竹幹雄君

ビ ジ タ ー 末吉逸男君 食 前 の 感 謝 田中貴幸君
司

会 堀口正作君 私 のコーナー 梅原敬二君
閉 会 の 言 葉 堀崎龍夫君

他クラブ訪問記録
＊下 田クラブ（２月２０日・水曜日） ４人 原
充君、牛田俊夫君、山田 誠君、堀口正作君、
＊熱 海クラブ（２月２５日・月曜日） １人 泉 忠明君
＊熱海Ｇクラブ（２月２７日・水曜日） ９人 小川幸一君、榎本 博君、塩谷 浩君、野村慶和君、牛田俊夫君、久保田康正君
及川泰広君、田中貴幸君、大川 裕君

＊会長宅 〒413‑0232 伊東市八幡野９４７−３７５＊
ＴＥＬ：<０５５７> ５３−１０６４ ＦＡＸ：５４−９０３９

＊会報委員会 山田・飯田・泉・稲葉(信)・田中・山本＊
委員長ＴＥＬ：<0557> ３７−４４０２ (Ｆ)３７−４９１５

