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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

一年間有難う

今月の聖句
神は感謝すべきかな。神はいつもわたしたちをキリスト
の凱旋に伴い行き、わたしたちをとおして、キリストを
知る知識のかおりを、至る所に放って下さるのである。

３２代会長 小川幸一
「光陰矢の如し」まさにその
通りで、緊張私を支えていた

コリント人への手紙 第２章 第１４節

だき有難うございました。会
長としてどれだけその責任が

６月例会プログラム 第３８２回
と き：６月 ９日（月）６:３０ｐｍ〜９:００ｐｍ
ところ：暖香園 ル・オール会議室
受 付 泉 忠明君
〃 （ビジター）
司 会 山本昌輝君
＊開会の言葉
鈴木
敦君
＊ワイズの信条
飯田
進君
＊ワイズソング
一
同
＊会長挨拶
小川幸一君
＊誕生・結婚祝
親睦委員会
＊食事〈食前の感謝〉
宮本敏一君
＊スマイル
親睦委員会
＊委員会報告
各 委 員 会
＊出席率・スマイル報告
担当委員会
＊閉会の言葉
鈴木芳男君
＊定時総会
次期執行部
＊会長・役員引継式
司
会
者

果たせたのかはなはだ疑問で
すが私の出来る事は果たして
きたつもりです。 共に流そ
う奉仕の汗を のもとにメンバーと不安、責任の重さに潰れそ
うになりながらキックオフしてからもう一年になろうとしてい
ます。ゴールはもうすぐそこまで来ています。一年間に託した
思いは一人一人がワイズメンとして強い自覚と積極的な行動で
した。個性豊かな仲間がその個性を生かし、協調心思いやりの
心を持って楽しく活動し楽しさを実感する。１０人いれば 10
色の光が、100 人いれば 100 色の光が各々輝く。この思いで過
ごした一年でした。キャンプ教室を皮切りにドッジボールなど
様々の事業展開に参加協力を頂いたこと、また部会や富士山部
三クラブの周年記念例会などに大勢の出席を頂有難うございま
した。他のクラブを圧倒する人数にいつも鼻高々の思いでし
た。総仕上げでもある東日本区大会にも大勢の登録を頂き有難
うございました。振り返ってみればきつかったこと、楽しかっ
たこと様々の思い出がよみがえってきます。部内の同期会長さ

６月誕生日おめでとう
１日
メネット
１日
６日
１５日

んをはじめ他クラブにも大勢の友が出来たこと、嬉しいことの

榎本 博君

一つです。例会出席率も部内で 3 番で、これも嬉しいことで

鈴木千代里さん
浜野 礼子さん
田 辺 操さん

１日 野村明美さん
７日 堀口寿子さん

任期が残っていますので気を抜かず最後までその責任を果たす
所存です。一年間ほんとに有難うございました。

１４日 飯田 進君

メネット
出席率

在籍者
名

９７％

にとって一皮剥けたとでも言いましょうか、人間として一回り
大きく成れたような気がしています。感謝。6 月いっぱい私の

６月結婚記念日おめでとう

５月例会報告

す。なにより会長という立場を経験させて戴いたことは、自分

３９名（シニア１名）

コメット
メーキャップ

スマイル報告

４７,０００円

スマイル累計

３３２,０００円

名

シニア

１名 修正出席率

出席者
１名

３７名

ゲスト

出席者総数
１名

１００％ ＢＦ現金

ビジター

４１名
２名
Ｐｔ

ＹＭＣＡ基金

円

ＢＦ切手

Ｐｔ

ＹＭＣＡ基金累計

円

ＢＦ累計

２２９,０００Ｐｔ

＊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

富士山部次期クラブ役員研修会開催
２００８．５．２５

Service

Without

Borders

おいては多くの方から意見をいただいた。
Ａワイズ

当クラブは地理的に皆さんのクラブより遠い

所にあるので当クラブへ来ていただくのも他クラブへ行

２００８年度富士山部次 くのも一日仕事になってしまう。従って他クラブ訪問は
期クラブ役員研修会は伊 出来る範囲内にしたい。Ｂワイズ

７月の初例会に全て

東クラブの例会場で１時 の他クラブ訪問はいたしません。１年を通してそれぞれ
３０分より開始された。 のクラブの例会や行事に一度出席しようと思っていま
伊東クラブ次期会長の向 す。Ｃワイズ

各クラブの初例会における他クラブ会長

井ワイズの開会の言葉で の挨拶は必要ないのではないか。初例会の他クラブ訪問
次期富士山部長田辺Ｙ'ｓ

始まり次期富士山部長田 は出席した方が良いと思うが各クラブの自主性に任せた

辺寛司ワイズの開会の挨拶と続き らどうだろうか。Ｄワイズ

前期の熱海クラブの初例会

早速議事に入りました。部役員紹 においては１００人を越す例会となり各クラブの会長の
介に続き次期部長の所信表明では 挨拶も全ていただきました。東日本区理事も見えられ東
「主題 個性を磨こう！」の説明 日本区においても富士山部の例会にはそれなりに期待を
をされていました。次期部長は個 しています。多くの会員の前で挨拶をするということは
性を磨く＝人それぞれの持ってい
次期伊東Ｃ会長向井Ｙ'ｓ

自己研鑽にもなります。また富士山部の各クラブへの訪

る特技や得意な部分をクラブ運営 問をなくしたらクラブ間の疎遠に繋がるものと思われま

に発揮していただくことでよりクラブの活性化やクラブ す。以上のことから７月初例会へ各クラブの会長さんは
内の充実が図れる。それはすなわち富士山部の更なる発 出席すべきと思います。Ｅワイズ

７月初例会に各クラ

展に繋がるもので決してクラブの為、ワイズの為、部長 ブの会長さんは出席しそこで会長挨拶をすることは非常
の為に頑張るなどと思わずに自己の研鑽の為にワイズ活 に重要なことと認識しています。部長の公式訪問と同等
動をしていただきたいと述べられた。この後は各事業主 程度と思っています。またその年度の各クラブの会長に
査の所信表明と続きその後富士山部１１クラブの会長に よる会長会なども存在し親睦に寄与していると思いま
よる主題方針、事業計画の発表となりました。各会長の す。この他にも２〜３の意見が出されましたが次期富士
持ち時間

山部長としては７月の初例会時に全てのクラブへ行くと

は２分間

いうことはかなりの負担を強いられる次期のクラブ会長

程度とお

さんはあまり無理をしないで欲しい。自分やそのクラブ

願いしま

の出来る範囲内で行動した方が良いのではないだろう

したので

か。いずれにしてもそのクラブの自主性に任せたら良い

予定通り

と考えます。

に進み次

その他には新クラブ設立について２〜３意見が出されま

２００８年度役員研修会

期書記及び次期会計からの連絡事項が述べられほぼ定刻 した。この件については静岡クラブより事業計画の中で
の１４時４０分に第一部が終了しました。１５分程度の 清水クラブ設立や浜松クラブ設立の計画が記載されてい
休憩をはさんで討論会に移りました。今回のクラブ役員 ましたが新クラブ設立については富士山部全体で行うも
研修会は従来の研修会と違い各クラブの皆さんから色々 のと考えています。特に次期から三ヶ年計画プロジェク
な意見を聞きたいという次期部長の思いがあって「富士 ト ２ ０ ０
山部の現状と今後の課題」と題して幅広く意見を聞くこ ０ が 発 足
ととなりました。次期部長の一番心配されていた事は、 し ま し
新年度が始まると７月の初例会には各クラブの会長さん た 。 こ こ
が富士山部内のほとんどのクラブの初例会へ出席されて を 中 心 に
いることで、このことが新会長にとってかなりの時間的 活 動 し て
な負担となっているのではないだろうか。またこれから い く も の
会長をされる方にとってもその負担が重く感じられるの です。
ではないだろうか。この様な思いから今回の研修会に

＊ 東 日 本 区 理 事 主題

常に 前進

以上

若者と共に

２００８年度次期役員による討論会

Ever Onward − with youths

＊アジア会長主題

国境なき奉仕

Service

松川清掃

Without

Borders

熱海ＹＭＣＡ総会に出席して

ＣＳ委員会 及川泰広

熱海ＹＭＣＡ理事 山田 誠

今期最後のＣＳ事業松川清掃を６月１日(日曜)行いまし ５月１８日（日）午前中の役員会では熱海ＹＭＣＡの
た。朝８時に大川橋駐車場に集合、新入会員３名を含む ホームページ立上げに関する説明がなされ現在６０〜
７０％程できています。もうしばらくお待ち下さい。
計２３名が集まりにぎやかにスタートしました。佐竹Ｃ
との報告でした。また総会資料の会計簿について訂正
Ｓ委員長の挨拶で
がありました。午後１時から定時総会が始まり第一部
始まり、皆片手に
では賛美歌３１２番の合唱に続き藤間孝夫副理事長に
カマを持ち作業す
よる聖書朗読、祈祷。理事長竹内敏朗氏の挨拶となり
ました。出席者は３９名ですが多くの委任状をいただ
る場所の方に移動
き総会が成立したことを鈴木健之委員より報告がなさ
していきました。
れ議事に入りました。議案は０７年度事業報告、収支
今回作業する場所
決算報告、０８年度事業計画案及び収支予算案の承認
は、いでゆ橋から
がなされ無事終了となるかと思ったら三島クラブ村田
通学橋の間を清掃
元理事より熱海ＹＭＣＡ維持会員の会費について質問
しました。メンバ
がありました。この問題は以前三島より特別賛助会員
ＣＳ委員長の佐竹Ｙ'ｓ
ーの皆さんは、さすが手馴れたもの、草を刈っていく として年額６万円の寄付をいただき熱海ＹＭＣＡに納
人、草を袋に詰める人、残った草を箒で掃く人、袋を車 入したが一円も三島クラブに戻らないということでし
た。村田さん曰くワイズメンとしての維持会費の４
に運ぶ人、指示も何もないのに一人一人がスムーズに動
０％がクラブに助成金として戻ることと同様にこの賛
いて行くさすが伊東ワイズメンズクラブだと思いまし 助会費もいくらかそのクラブに助成してくれていいの
た。作業の方も２時間過ぎようやくジュースタイムにな ではないか？そうでなければ賛助会員の募集に意欲が
りました。
（ジュースが来るのが少し遅かった）朝は涼し 湧かないということでした。この問題について理事長
かっ たのですが作 は色々な方から意見を求めましたが決着には至りませ
んでした。伊東、沼津はそれぞれＹＭＣＡセンターを
業を 続けて行くう
かかえているので会員からの維持会費の助成率は多い
ちに 気温がどんど
のですが一般の維持会費からの助成もいただいており
ん上 がって行き最 ます。しかし各クラブそれぞれにＹＭＣＡとしての事
高に 美味しいジュ 業を長年続けておりそれに対する助成金としていただ
ー ス と な り ま し いてるものと認識しています。
この後この３月末をもって退任された理事さんに感謝
た。残り３０分ぐ
状が贈呈されました。伊東クラブでは佐野淳ワイズに
らいで全部の草を車に
大量な草の搬出を袋詰め
感謝状を預かって参りました。
載せ、最後に佐野Ｂ副会長の挨拶で作業終了になりまし
第二部は「インドトリバンドラムＹＭＣＡを尋ねて」
た。余談なのですが、散歩をしていたおばあちゃんが、 と題して沼津の長谷川ワイズと村田ワイズによるパワ
いつもきれいにして頂いてありがとうございますこれで ーポイントにて案内がありました。３時４０分ほぼ定
また気持ち良く散歩ができます言ってくれました、これ 刻どおり総会は終了となりました。伊東クラブよりの
を聞いてまた来年も頑張ろうという気持ちになりまし 小川会長、田辺次期部長、牛田会計お疲れ様でした。
た。参加して頂いたメンバーの皆さん御苦労様でした。

２００８年度 熱海ＹＭＣＡ維持会員
御芳名及び入会年月日

参加の皆さんお疲れ様でした。

＊富士山部長主題

学習と親睦

御芳名及び入会年月日

㈱ 堀口組

４／１４

㈲ 佐竹タイル

４／１４

堀口寿子

４／１４

泉陽一朗

４／１４

野村明美

４／１４

㈱ 山田ボーリング

４／１４

植松恵一郎

４／１４

㈱ 山田温泉管理

４／１４

原治子

４／１４

宮川幸子

４／１４

原会計事務所

４／１４

吉田まり子

４／２５

渡辺将

４／１４

向井建設

４／２５

敬称略

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〉

５月例会だより
５月例会は鈴木章弘Ｙ'ｓの司会のもと、及川Ｙ'ｓの開会の
言葉で始まりました。会長挨拶で小川会長は月日の経つのは
早いものだと、この一年をしみじみと振り返っている様子で
した。ビジターは下田クラブより次期会長の竹内Ｙ'ｓと
安藤Ｙ'ｓが見えられました。また本日は卓話者のご都合で
先に卓話となりました。卓話は堀口Ｙ'ｓの紹介で健康指導
等さまざまな分野でご活躍中の小泉東海雄氏をお招きしお話
をいただきました。健康指導、肥満の問題、運動生理学など
について医学的にもかなりの専門用語を用い、なおかつピン
ピンコロリと楽しくお話を伺うことができました。長生きの
要因として１に食事２に運動３に前向きな気持ちと述べられ

ＹＭＣＡ伊東センター

最後に全員で筋肉トレーニングを行い卓話を終了いたしてお

伊東クラブ会員はこのＹＭＣＡ伊東センターを拠点にワイズ ります。また本日は先月に続いて入会式が行われました。
入会者は飯島唯志君です。紹介者の山田Ｙ'ｓより仕事は宮
活動やＹＭＣＡ活動に日々励んでいます。
本タイヤ、年齢は４１歳独身等々紹介がありました。プログ

運営委員会だより

ラムを変更して食前の感謝を佐藤Ｙ'ｓが行い、食後に結婚

※執行部、部、区よりの連絡報告協議事項

誕生祝を行いました。委員会報告の後に私のコーナーが設け

・5/20(火)伊東市社会福祉協議会にプルタブ135 ㎏贈呈

られ、戸田Ｙ'ｓが介護保険、後期高齢者医療制度を控えて

・5/25(日)第三回 富士山部 役員会・評議会 開催

いて卓話で一番感動したことはピンピンコロリであったと述

・5/29(木)現・新合同運営委員会開催

べて大いに受ける結果となりました。また閉会の言葉で浜野

・伊東市少年少女合唱団よりお礼の手紙と32 期報告書・

Ｙ'ｓが卓話者の話を聞いてクラブからメタボがなくなるの

第 31回発表会ＣＤが届きました。

ではと述べるなど卓話者がすでにお帰りになった後にもかか

・6/7(土)8(日)第11 回東日本区大会の登録者数 24名

わらず、本日の卓話の影響はかなり大きかった様に思えまし

・6/10(火)ＢＦ代表歓迎会 開催（沼津クラブ例会におい

た。出席率９７％、スマイル４７,０００円の５月例会でし

て）(参加希望者はドライバーに連絡願います)
※委員会タイム

た。

新入会員の紹介

・プログラム・・・例会終了後定時総会となります。
・ドライバー・・・①5月例会の出席率は１名のメーキャッ

記 飯田 進

飯島唯志Ｙ'ｓ
入会日０８．５月１２日

プにより 100％に修正されました。②ＢＦ代表歓迎会の

住所 伊東市広野３−４−２３

参加希望者を募集中です。

職業 自動車タイヤ販売・修理

・親睦・・・6/7(土)8(日)第11 回東日本区大会に併せ、親睦
旅行を開催します。
・ＢＦ・ＣＳ・・・①5/20(火)伊東市社会福祉協議会にプル
タブ135㎏を贈呈しました。②5/25(日)ごみゼロの日 亀石

事業所 宮本タイヤ商会
生年月日 １９６６年１２月１８日
趣味 コンピューター、映画・音楽鑑賞
推薦者 山田 誠

峠清掃は雨天の為、中止となりました。
＊＊＊ ７月１４日 第３８３回例会予告 ＊＊＊

③6/ 1(日)松川清掃実施(参加者＝23名)
・ＥＭＣ・・・２名の入会予定者があります。
・広報・・・松川清掃の取材要請をしました。

受

付 佐 藤 諭君 ワイズの信条 鈴木芳男君

〃
戸田 忠春君
・文献・ＩＴ・・過去のブリテンをＣＤに記録作業中です。 ビ ジ タ ー 久保田康正君
・その他・・・①YMCA 伊東センターのクロス貼替・階段手摺 司
会 塩 谷 浩君
補修工事終了。屋根・塗装・雨漏り補修工事は進行中
開会の言葉 梅原 敬二君

食 前 の 感 謝 原 昭三君
私のコーナー

君

閉 会 の 言 葉 稲葉富士憲君
臨 時 総 会 執 行 部

です。②6/14(土)今期執行部のセンター清掃片付します。

他クラブ訪問記録
＊御殿場クラブ（５月 ８日・木曜日） ２人 久保田康正君、田辺寛司君
＊下 田クラブ（５月２１日・水曜日） ５人 小川幸一君、堀口正作君、牛田俊夫君、原
充君、山田 誠君
＊富士宮クラブ（５月２７日・火曜日） ４人 小川幸一君、榎本 博君、牛田俊夫君、藤林正人君

＊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・飯島＊
委員長ＴＥＬ：<0557> ３７−４４０２ (Ｆ)３７−４９１５

