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＊会長主題

和 そして 動

会
長 向井信男
直前会長 小川幸一
Ａ副会長 榎本 博
Ｂ副会長 鈴木章弘
幹
事 佐野 淳・末吉逸男・野村慶和

Unity ＆ Mobility

次期会長 及川泰広
Ｃ副会長 佐野 淳

書 記 野村慶和
会 計 鈴木隆夫

副書記 大川 裕
副会計 山田 誠

今月の聖句
「心をつくし精神をつくし力をつくし思いをつくして
主なるあなたの神を愛せよ」
ルカによる福音書 第１０章 第２７節

８月例会プログラム 第３８４回
と き：８月１１日（月）６:３０ｐｍ〜９:００ｐｍ
ところ：暖香園 ボウルサンテラスル・オール会議室
受 付 原
充君・堀口正作君
〃 （ビジター） 植松恵一郎君
司 会 山田 誠君
＊開会の言葉
鈴木芳男君
＊ワイズの信条
田中貴幸君
＊ワイズソング
一
同
＊会長挨拶
向井信男君
＊入会式
執
行
部
＊誕生・結婚祝
親睦委員会
＊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
末吉逸男君
＊新旧役員歓送迎会並びに新入会員歓迎会

2008 年度キャンプ教室大成功
ＹＭＣＡ青少年委員長 佐藤 諭
8 月 2 日、3 日に行われた YMCA キャンプ教室には、市内各小
学校から 187 名の 3 年、4 年生が参加し、ワイルドスポーツク
ラブインストラクターの指導の下、ゴム鉄砲作り、飛行船作
り、キャンプファイアーなどで楽しそうに遊んでいました。事
故もなく大成功のうちに終了することが出来、これも、ひとえ
に参加あるいは協力してくれたメンバー、また、ワイルドスポ
ーツクラブの先生方のおかげです。委員長として、心より感謝
申し上げます。ありがとうございました。

８月誕生日おめでとう
１日
２３日
３０日
メネット
１０日

田辺寛司君
佐野 淳君
野村慶和君

９日 鈴木章弘君
２９日 浜野健治君

原 治子さん

１８日 原 昭子さん

８月結婚記念日おめでとう

７月例会報告
メネット
出席率

在籍者
名

９７％

３９名（シニア 名）

コメット
メーキャップ

スマイル報告

６８,０００円

スマイル累計

１３７,０００円

名

シニア

１名 修正出席率

出席者
１名

３８名

ゲスト

１００％ ＢＦ現金

出席者総数

７２名

名

３４名

ビジター

Ｐｔ

ＹＭＣＡ基金

円

ＢＦ切手

Ｐｔ

ＹＭＣＡ基金累計

円

ＢＦ累計

Ｐｔ

＊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

希望の灯となろう

富士山部長就任に当たって

Be

the

light

of

Hope

新人です。自己紹介します。

田辺 寛司

上田 真義

今期 1 年間、富士

先日、会報委員の稲葉

山部 11 クラブの部

富士憲ワイズから執筆の

長として役職を全う

依頼を受け、酒の席で気

する事となりまし

軽に了解です！と言って

た。7 月は全クラブ

忘れていた所に締め切り

を公式訪問してきま

の迫る FAX が届き、あわ

した。各クラブ、会

てて本文を書いておりま

員の多い少ないにか

す。新人会員ですので、

かわらず、それぞれの地域に密着した事業展開を企画し 私を良く知っていただく為に、自己紹介と自己アピール
ています。伊東クラブの地域奉仕活動、青少年育成活動 を中心に書くこととします。私は伊東市岡広野に生ま
は勿論のこと、部内各クラブが実践する諸活動を見学さ れ、西小、北中、日大三島高、日本大学で学び、日産プ
せて頂き、東日本区に部内 11 クラブの活動を正しく伝 リンス沼津販売、喫茶店経営、沼津西武宝石販売、サザ
え評価、助言を求める立場が部長の責任と考えていま ンクロス、明光建設を経て、現在は不動産会社と行政書
す。この１年、各クラブ訪問が多くなり皆様にはご迷惑 士事務所エトワールエステートを経営しております。家
を掛けることがあると思いますが、是非ともご理解の 族は、母親、妻 1 人？娘 2 人の女系 5 人家族です。趣味
程、宜しくお願い致します。今期、富士山部の会員数は は旅行、読書、お酒。旅行は大好きでヨーロッパ、アメ
275 名からのスタートとなりました。すでに初例会で 4 リカ、オーストラリア、カナダ、中国、タイ他世界中を
クラブ 5 名の新入会員が入会されました。部内各クラブ 旅しました。年に 1 度はかならず海外旅行に行く事を決
は新会長の下、燃えています。部長として非常に心強く めており、今年はドイツあたりに行く予定です。国内旅
感じると共に、自分にもファイトが沸いてきます。300 行は城めぐりが大好きなので、古城を中心とした旅行を
名の大台を何十名超えることが出来るのか非常に楽しみ 考えております。私の最大の自慢は、大学卒業から 37 年
に思っています。伊東クラブにおいても、40 名を何人 も続いている「伊東十日会」という「悪友の会」があ
超えられるかが富士山部の動向を左右します。次代を担 り、仲間の冠婚葬祭はもちろん、恋愛問題、引越し手
う 30 代、40 代の会員も多く勧誘し今以上の活気あるク 伝、土石運搬、法律相談、家屋の解体手伝他、何でも相
ラブ、誇りの持てるクラブになれるよう皆さんの力を結 談し合える古い友の会がある事です。37 年間に 1 人だけ
集しようではありませんか。私は部長として出来る範囲 仲間が死亡して欠けましたが、残りの 11 名が白髪になっ
頑張って来ますのでホームクラブの皆様のご支援、ご鞭 ても 88 歳位まで仲良く生きて行きたいと思っておりま
撻を切にお願い致します。

す。ワイズの先輩宜しくご指導下さい。

２００８ＹＭＣＡ青少年キャンプ教室写真集

三度目の飯盒炊爨出来栄えは？

＊東日本区理事主題

天城山から来た向井火の神

前へ、明日へ、世界へ

ゲームが始まるよ〜

Step Forword.For the Future, into the World

＊アジア会長主題

より良き奉仕のために共に働こう

♨ゆったりつかろう伊東温泉♨
和田湯
久保田 康正
現在の建物は、今年 1 月に新築、天守閣を思わせる
外観です。1 階が浴場、2、3 階が会議室等になってお
ります。いつ頃温泉が湧き出したのかは不明ですが、
自然に湧
き 出 し
濛々と湯
煙 を あ
げ、付近
の川へ流
れ下って
いたのが
原初の姿ではないかといわれております。付近の年貢
関係の資料を見ると「湯焼地」という言葉が多く見え
ます。これは温泉が田畑の中に出て来て稲が育たない
土地をいい、年貢が免じられた土地で有り、この頃は
鍬で掘れば出て来る湯であったので、鍬掘の湯ともい
われています。慶長 3 年には 3 代将軍家光に献上した
との証拠書類等が有り、6 年前より海の日に和田湯で
湯を汲み、ヨットに乗せ東京佃島住吉神社に献上して
います。現在はありませんが、温泉が川に流れ出て池
を作り、南国の魚
が多く住み、国の
天然記念物に指定
されていた、文化
人も多く利用し
た、との記録もの
こっています。特
に種田山頭火の日
記に、湯は地底の
至るところから湧
き出し、入浴には
底板のスノコを沈
めて入るという素朴なものであった、泥底には緑の藻
が湧き出る湯にゆらめき、無気味な感じであった、
「大地から沸きあがる湯は有難い」と書かれている。
泉質は弱アルカリ性単純泉です。どなたでも 300 円の
入浴料で利用できます。

＊富士山部長主題

個性を磨こう！

Working together to serve better

2007 年度 クラブアワード発表
飯田進君 1642P・石川騰君 2026P・泉忠明君 1439P・稲
葉信一君 3392P・稲葉富士憲君 1812P・植松恵一郎君
1884P・牛田俊夫君 5208P・梅原敬二君 2800P・榎本
博君 4982P・及川泰広君 1672P・大川裕君 1862P・小川
幸 一 君 5312P ・ 久 保 田 康 正 君 3252P ・ 佐 竹 幹 雄 君
1742P・佐藤諭君 1362P・佐野淳君 3370P・塩谷浩君
3002P・末吉逸男君 2957P・鈴木章弘君 1715P・鈴木
敦君 1792P・鈴木隆夫君 2962P・鈴木芳男君 2052P・田
中貴幸君 670P・田辺寛司君 3670P・戸田忠春君 1842P・
野 村 慶 和 君 2852P ・ 橋 場 徹 君 1722P ・ 浜 野 健 治 君
1392P・原昭三君 1342P・原充君 3264P・堀口正作君
3962P・堀崎龍夫君 2330P・宮本敏一君 1602P・向井信
男君 2942P・山田 誠君 4801P・山本昌輝君 742P・上田
真義君 290P・藤林正人君 350P・飯島唯志君 170P
ベスト 10
1 位 小川幸一君 5312P・2 位 牛田俊夫君 5208P・3 位
榎本 博君 4982P・4 位 山田 誠君 4801P・5 位 堀口
正作君 3962P・6 位 田辺寛司君 3670P・7 位 稲葉信一
君 3392P・8 位 佐野 淳君 3370P・9 位 原充君 3264P・
10 位 久保田康正君 3252P
2007 年度ホーム例会皆出席者名
石川騰君・植松恵一郎君・牛田俊夫君・榎本博君・小
川幸一君・佐藤諭君・塩谷浩君・末吉逸男君・鈴木
敦君・鈴木隆夫君・鈴木芳男君・田辺寛司君・戸田忠
春君・原昭三君・原充君・堀口正作君・堀崎龍夫君・
宮本敏一君・向井信男君・山田誠君
メーキャップ後皆出席者名１回 稲葉信一君・及川泰広
君・久保田康正君･佐野淳君・鈴木章弘君・野村慶和君
２回 泉忠明君 ３回 大川裕君 以上８名です。
新入会員である上田正義君は３ヶ月３回出席・藤林正
人君は３ヶ月２回出席メーキャップ１回・飯島唯志君
は２ヶ月２回出席です。
クラブアワード集計
榎本 博
2007 年度の準備段階より小川会長(2007 年度)と牛田会
計(2007 年度)から「書記は･･･」と厳しく言われた事が
3 つありました。1．事業報告書等の提出 2．各事業･活
動･会合の案内及び記録 3. 他クラブ･部･区との連絡。
他にも色々とありましたがこの 3 つに関しては凄く頭
に残っています。2007 年度も残り 3 ヶ月となった頃か
らクラブアワードの集計と 2007 年度事業報告書の作成
に少しづつではあったものの手を付け始めると、今ま
でに提出してきた資料や記録したメモなどがクラブア
ワードにも事業報告書にも必要不可欠である事が良く
分かり、まるでこの 1 年を振り返るような復習をして
いるような感じでした。今思えば、あの時に厳しく指
導されたからこそスムーズに出来たんだなと感謝して
おります。それでも･･･後半、資料と記録の不足で、各
委員長・役員・牛田会計にご迷惑をお掛けしました事
お許しください。クラブ書記は大変な職ですが遣り甲
斐のある職でもあります。自分は付いて行くのが精一
杯でしたが、何よりもワイズが理解出来てきた事・他
クラブに知人が出来た事が嬉しく今後のワイズ活動に
生かせればとクラブ書記を経験させて頂けた事を感謝
致します。執行部はじめメンバーの皆さんありがとう
ございました！

Brush

up

your

character！

▼ 出席第一・奉仕・時間厳守・親睦 ▼
※８月例会は例会終了後、新旧役員歓送迎会・新入会員
歓迎会を開催します。
会
場：サンテラス(8月例会も同じ)
会
費：無料(ビジター登録費￥5000‑/人)
例会開始：18 時 30分
歓送迎会：19 時15 分頃〜21 時00 分
飲酒運転にならないよう配慮願います。
※８月９月はクールビズ可（ CO2 削減に協力を･･･）

７月例会だより

第３８３回７月例会は、塩谷Ｙ ｓの司会のもと始まり、
向井会長の点鍾の後、梅原Ｙ ｓの「向井丸の初例会、楽し
い例会にしましょう。」との開会の言葉で幕を開けました。
ワイズの信条に続いて向井会長の挨拶では「伊東３３年目、
今日は工事中のようなネクタイですがコツコツと１年後には
何がしか完成させたい。」との抱負が述べられました。東日
本区理事清水弘一Ｙ ｓ、富士山部部長田辺寛司Ｙ ｓをは
運営委員会だより
じめとして、熱海クラブより３名、沼津クラブより３名、湯
※執行部、部、区よりの連絡報告協議事項
河原クラブより１名、三島クラブより２名、下田クラブより
５名、熱海グローリークラブより４名、御殿場クラブより２
・７月２２日「社会を明るくする運動」パレード参加
（向井・野村）
名、富士クラブより８名、富士宮クラブより２名、静岡クラ
・CVA暑中お見舞いCMを10秒スポットで放映。7月22日〜25日
ブより２名のビジター・ゲスト紹介があり、また植松Ｙ ｓ
・８月・９月例会はクールビズ推進（ネクタイ着用も可）
の正会員復帰の嬉しいお知らせもありました。書記報告の
・伊東高校定時制に例年通り助成金を渡します。
後、各ビジター･ゲストの方よりご挨拶をいただき、東日本
・伊東市少年少女合唱団より助成の依頼状が届いています。 区理事清水Ｙ ｓからは「富士山部さんに来ると元気をいた
・他クラブ例会訪問時における車両提供については、初例会
だける、大変嬉しい。また、富士山部１１クラブ一体となっ
10クラブ・記念例会の車両提供者に車代を出すことが運営
て東日本区を引っ張って行ってもらいたい。」との励ましの
委員会において可決されました。
お言葉を頂戴しました。また、今回公式訪問となる富士山部
・９月１４日 第３１回富士山部部会登録について、原則
部長田辺Ｙ ｓより「富士山部１１の御輿を１年間頑張って
伊東クラブ全員登録と運営委員会で可決されました。
・ミニバナーの在庫が少なくなった為、見積りをとります。 盛り上げてゆきたい」との決意が述べられました。そして熱
海クラブ、湯河原クラブ、下田クラブ、熱海グローリークラ
・新入会員山田光彦氏の所属委員会・・・A親睦 B青少年
ブ、御殿場クラブ、富士クラブ、静岡クラブの富士山部各ク
に決まりました。
ラブの会長よりご挨拶をいただきました。親睦委員会より誕
※委員会タイム
生・結婚祝い、原Ｙ ｓの食前の感謝と食事の後は恒例のス
・プログラム８月例会は入会式および新旧役員歓送迎会、
マイル。各委員長による委員会報告のあと出席率９７％、ス
新入会員歓迎会を含むプログラムとします。
マイル 68,000 円の報告がありました。稲葉Ｙ ｓの閉会の
・会報 2007年度クラブアワード集計終了、発表とホーム
例会皆出席者をブリテンに掲載します。
言葉、向井会長の閉会の点鍾を以って 7 月例会は終了しまし
・ドライバー８月例会会場をサンテラスに変更、ビジター登録費
た。その後向井会長を議長として臨時総会が開かれ、事業報
5000円。７月修正出席率は1名メーキャップにより100%
告・決算報告がなされ、すべて承認されて閉会となりまし
・親睦 ８月１１日(月)例会後、サンテラスにて新旧役員
た。
記 飯島唯志
歓送迎会および新入会員歓迎会を開催します。
・YMCA青少年 ８月２・３日（土日）にYMCA青少年キャンプ
＊＊＊ ９月８日 第３８５回例会予告 ＊＊＊
教室を開催します（参加予定者１８７名）
・広報 伊豆新聞・CVA・IKCにYMCA青少年キャンプ教室の取材
受
付 稲葉信一君
開 会 の 言 葉 浜野健治君
依頼をしました。
〃
上田真義君
ワイズの信条 牛田俊夫君
・文献管理・IT ホームページ更新準備中
・その他 10月26日に熱海YMCA英語スピーチコンテストが
ビ ジ タ ー 梅原敬二君
食 前 の 感 謝 久保田康正君
開催されます。
司
会 宮本敏一君
私のコーナー 石川 騰君
伊東市成人式実行委員会が開催され大川委員が出席します
閉 会 の 言 葉 末吉逸男君
【お願い】 委員会開催後報告書を提出してください。

他クラブ訪問記録
＊沼 津クラブ（７月 ８日・火曜日）
＊富 士クラブ（７月 ９日・水曜日）
＊御 殿 場クラブ（７月１０日・木曜日）
＊静 岡クラブ（７月１１日・金曜日）
＊三 島クラブ（７月１５日・火曜日）
＊下 田クラブ（７月１６日・水曜日）

富士山部
６人
５人
６人
４人
６人
９人

＊湯 河 原クラブ（７月２１日・月曜日） ３人
＊富 士 宮クラブ（７月２２日・火曜日） ６人
＊熱 海 Ｇクラブ（７月２３日・水曜日） ６人
＊熱

海クラブ（７月２８日・月曜日） ８人

向井信男君、野村慶和君、久保田康正君、
向井信男君、野村慶和君、久保田康正君、
向井信男君、野村慶和君、久保田康正君、
榎本 博君、鈴木章弘君
久保田康正君、榎本 博君、佐野 淳君、
向井信男君、野村慶和君、久保田康正君、
佐野 淳君、原
充君、堀口正作君
大川 裕君
榎本 博君、佐野 淳君
向井信男君、野村慶和君、久保田康正君 、
山本昌輝君
向井信男君、野村慶和君、佐野 淳君、原 充君

＊会長宅 〒414‑0045 伊東市玖須美元和田７２９−９６＊
ＴＥＬ：<０５５７> ３７−８７５８ ＦＡＸ：３７−８７５８

田辺寛司君、山田 誠君、橋場 徹君
田辺寛司君、牛田俊夫君
田辺寛司君、山田 誠君、浜野健治君
田辺寛司君、山田 誠君
田辺寛司君、牛田俊夫君、橋場 徹君
田辺寛司君、山田 誠君、牛田俊夫君
田辺寛司君、山田 誠君
田辺寛司君、山田 誠君、牛田俊夫君、浜野健治君
田辺寛司君、山田 誠君
田辺寛司君、山田 誠君、牛田俊夫君、浜野健治

＊会報委員会 稲葉(富)・飯田・飯島・泉・大川・橋場・山田＊
委員長ＴＥＬ：<0557> ５３−２７７３ (Ｆ)５３−２７７３

