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和 そして 動

＊会長主題

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
わたしが与える水を飲む者は、いつまでも、かわくこと
がないばかりか、わたしが与える水は、その人のうちで
泉となり、永遠の命に至る水が、わきあがるであろう。
ヨハネによる福音書 第４章 第１４節

１０月例会プログラム 第３８６回
と き：１０月１３日（月）６:３０ｐｍ〜９:００ｐｍ
ところ：暖香園 ル・オール会議室
受 付 植松恵一郎君・宮本敏一君
〃 （ビジター）
飯田 進君
司 会 橋場 徹君
＊開会の言葉
原
充君
＊ワイズの信条
上田真義君
＊ワイズソング
一
同
＊会長挨拶
向井信男君
＊誕生・結婚祝
親睦委員会
＊食事〈食前の感謝〉
鈴木芳男君
＊スマイル
親睦委員会
＊委員会報告
各 委 員 会
＊卓話
土 屋 進 氏
＊私のコーナー
泉
忠明君
＊出席率・スマイル報告
担当委員会
＊閉会の言葉
塩谷
浩君

９月例会の卓話者辺津芳次先生

原
充君
大川 裕君
山田光彦君

６日 堀崎龍夫君
１７日 鈴木芳男君
２６日 向井信男君

牛田 愛子さん
久保田直子さん

１５日 塩谷典子さん

佐々木教頭に助成金を贈る

伊東クラブ向井会長

１０月誕生日おめでとう
１日
１１日
２３日
メネット
８日
３０日

１０月結婚記念日おめでとう
１日
１０日
１６日
２３日

塩谷 浩君
石川 騰君
牛田俊夫君
鈴木 敦君

９月例会報告
メネット
出席率

６日 橋場 徹君
１５日 山本昌輝君
２１日 佐竹幹雄君
卓話者辺津先生、紹介者堀崎Ｙ’ｓ、佐々木教頭、及川次期会長、鈴木会計

在籍者
名

９７％

４０名（シニア １名）

コメット
メーキャップ

スマイル報告

２２,０００円

スマイル累計

１９４,５００円

名

シニア
名 修正出席率

出席者
１名

３９名

ゲスト

出席者総数
３名

ビジター

４６名
３名

％ ＢＦ現金

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

Be

the

light

of

Hope
成績は団体で

第３１回富士山部部会開催

伊東クラブが

鈴木章弘

優勝、ハイゲ
ーム賞では山
田誠ｙ ｓが
とりました。
第２部は田辺
富士クラブの皆さん

部長の開会点

鐘で始まりました。東日本区理事の清水弘一ｙ ｓはじ
め多くの方々の出席を頂き有意義な部会となりました。
前年度富士山部表彰では例年のことではありますが数多
くの受賞が
ありまし
た。さすが
挨拶をする田辺部長
まだまだ残暑が残る９月１４日（日）
、伊東ワイズメ 富士山部と
ンズクラブのホストにより第３１回富士山部部会が いうところ

ホテル暖香園（伊東市）で盛大に開催されました。まず ですが今後
第１部はクラブ対抗ボウリング大会が行われました。各 益々部内が

東日本区役員の皆さん

レーンに各クラブのメンバーが混じり親睦を深め合いな 活性化して時流にあった富士山部に発展していったら素
がら一投一投楽しんで投げ込んでおりました。私個人的 晴しいなと感じました。 第３部では楽しい懇親会が行
にはスコアを気にする

われました。１年に１回の部会で、各クラブの仲間が親

ことなく楽しもうと思

睦を深め合い楽しいひと時を過ごせた時間でした。他ク

っていたのですが伊東

ラブのメンバ

クラブの黒いポロシャ

ーとの会話の

ツを着てしまうと妙に

中、各クラブ

気合が

内でそれぞれ

入ってしまいました。

の運営方法が
あることはわ

前年度表彰を受ける向井会長

かりました。
熱海Ｇの皆さん

ただこれから

は富士山部内が進むべきベクトルを同じにして歩んでい
ける何かが必要だと感じました。楽しく進めてきた懇親
会も佐野実行委員長のあいさつでお開きとなり、各々が
第４部へ入っていきました。

横浜国際大会・第１２回東日本区大会アピール

＊東日本区理事主題

前へ、明日へ、世界へ

熱海クラブ青木ご夫妻

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

Working together to serve better
新人です、自己紹介します。

【 新人の音楽バカ♪･･･藤林正人です 】

飯島 唯志

藤林 正人

3 月初旬に榎本 Ys 自己紹介・アピールを書いてくれと依頼されましたの
よ り 話 が あ り 、 3 で、アピールする点など無いところを何とか探しなが
月 10 日（月）に伊 ら自分のことを書いていこうと思います。わたしは昭
東ワイズメンズク 和 41 年伊東市で生まれ、旭小→北中→伊豆中央高校→
ラブの例会に見学 福井大学（中退）を経て現在は家業である自動車タイ
者として出席して ヤの販売修理をしております。家族構成は父母、祖
欲しいとの誘い。 母、妹の 5 人家族…と書いてお分かりのようにいまだ
スーツ着用でとの 独身です。趣味は、映画・音楽鑑賞、パソコンなどで
事だったので、と すが、パソコンは中学 3 年のころに初めて出会って以
りあえず 30 年前に 来ずっと興味の尽きない非常に面白いと感じているも
購入の「太陽にほえろ！」風の三つ揃いを着て伊東クラ のです。ここでそれについて語るのは場違いであるの
ブ例会に出席。何が何だか判らないまま･･･

小川会長 でその辺にしておきますが。基本的にはインドア志向

（当時）や牛田 Ys からワイズメンズクラブの説明を聞 なのですが、馬が好きというのがあって年に 1 回程度
き、入会を進められ、
「音楽以外の事を知っておくのも人 北海道へ牧場見学へ出かけます。おいしいものを食べ
生かな・・？」と思い入会を決めました。但し入会には て、温泉に入って、馬を心ゆくまで眺めるというのは
1 回以上の例会出席と運営委員会において可決されない とてもいいリフレッシュになっています。諸先輩の皆
と入会できないと言う会員資格規定があるとの事で、急 様、ご指導よろしくお願いします。
遽、沼津クラブの例会に出席。4 月 14 日に入会式がある

温泉レポートー松原大黒天の湯（松原浴場）

からとの連絡を受け伊東クラブに入会させて頂ける運び
となりました。現時点では、正直なところ『Y s Men s
Club』の事が判らない･･･と言うよりは、世間の事を知ら
ない・・と言うのが正解で、音楽以外の事は、この 25 年
間見聞きせずに生きて来ました。子供の頃、無理矢理押
し付けられたギターですが、いつの間にかそれを仕事と
して生活をしている自分がおりました。ギターと一言で
言ってもジャンルの違いで何十・何百もの奏法をマスタ
ーしなければなりません。ある人にとってギターは古賀
メロディー。ある人にとっては禁じられた遊び。また、
ある人にとっては夜霧のしのび逢い。これら３曲は同じ
クラシックギターを使用しますが、奏法は全く違いま
す。ワイズメンズクラブという組織においても「信念は
一つ」であっても「クラブ」
「メンバー」によって運営方
法や考え方が違うのと同じではないでしょうか･･･。6 月
1 日の松川清掃・8 月 11 日の「新旧役員歓送迎会 & 新入
会員歓迎会」においては貴重な体験をさせて頂きまし
た。皆と一緒に流す汗・共有できる時間の楽しさ・お酒
のおいしさ 等･･･ 全てが新鮮に思え、今からが私の人
生のリセットと、弦を張り直すつもりです・・

ギター

の奏法と同じように見て聞いて教わり、叱られても音楽
同様、楽しく騒音にならないよう諸先輩方について行く
所存です、社会・ワイズ・ＹＭＣＡの事とご指導の程よ
ろしくお願い致します。

＊富士山部長主題

個性を磨こう！

飯田 進
昔、松原の共同浴は猪戸元湯と出来湯とがありまし
た。松原で１番古い温泉、出来湯は江戸屋の辺りにあ
り、現在横に出来湯権現として祀られ島田宮司による
由来書が掲げられています。明治 35 年、この出来湯の
湯壷から湯を引いた共同湯が（引き湯）として松原仲
町にできました。昭和 38 年 3 月、寺山の松原神社社殿
が類焼しその再建に際して上町の不動社を松原神社境
内に遷し、その跡地に昭和 40 年松原温泉会館が建てら
れました。引き湯がなくなり、これが現在の松原大黒
天の湯となりました。このため松原浴場の前に不動社
の縁起が書かれた大きな板が掲げられています。地元
の利用者は松原浴場と呼ばず、松原湯、松原温泉と呼
称しております。この湯もいわゆる引き湯であり現在
は岡広野の新市民病院の下から引いております。ここ
の湯は和田湯ほど熱くはなく、和田湯が固さを感じる
に対して柔らかさを感じる体の温まる実にいい温泉で
す。営業時間は火曜日が定休日で午後 3 時から 10 時
45 分です。料金は大人 200 円、子供 100 円、婦人は洗
髪料 30 円となっています。家族湯（個室）は 7 室あり
50 分で 600 円です。松原区民はチケット制で 1 枚 50
円の入浴料です。皆さんぜひ松原温泉を味わってくだ
さい。

Brush

up

your

character！

▼ 出席第一・奉仕・時間厳守・親睦 ▼
伊東市松原区が運営する

松原大黒天神の湯

共同浴場︵駅から徒歩５分︶

運営委員会だより
※執行部、部、区よりの連絡報告協議事項
・10/ 3(金)「第42回ともだち運動会」開催。向井会長・野村
書記が出席。
・10/26(日)熱海YMCA英語スピーチコンテスト開催(熱海いき
いきプラザ7F)。
・10/26(日)東山荘感謝デー・オープンハウス開催。10：00〜
15：00
・2008/10〜2009/3「知人・友人同伴キャンペーン」の実施
(食事は無料)。
・「マラリア半減への協賛」に参加します(詳細は後ほど)。
・ＢＦ代表の募集(野村書記まで)。
・2010年横浜国際大会アピールバッチの販売(ｸﾗﾌﾞで負担)。
・YMCAユースファンドへの協力依頼あり。
※委員会タイム
・プログラム・・・10 月例会の卓話者は土屋進氏(伊東市
市議会議員・元 Ysメンバー)。
・ドライバー・・・10/22(水)熱海・湯河原・熱海Ｇクラブの
合同例会は熱海後楽園ホテル(登録料￥4000‑/人)。
・親睦・・・12/23(火)開催のクリスマス家族会の準備にかか
ります。
・ＣＳ・ＢＦ・・・10/10(金)「伊東の海岸を守る会」主催の
清掃に参加。10/11(土)ジャガイモ・カボチャの配布。
ご協力ありがとうございました。
・ドッジボール・・・11/22(土)第 8 回ワイズ杯ドッジボール
大会開催。
・ＥＭＣ・・・現委員長:原 昭三 Ys がシニア会員となった
為、新委員長:梅原敬二 Ysに引き継ぎします。
・広報・・・伊東高校定時制への助成金授与の記事を伊豆
新聞に掲載します。
・その他・・ 10/19(日)伊豆新聞創刊60 周年記念広告掲載。
10/22(水)伊東市 5 クラブ懇親ゴルフ大会開催(ｻｻﾞﾝｸﾛｽ)
11/16(日)ふれあい広場バザー献品の協力をお願いします
(1 人 2 品程度・10/20 までに センターヘ)。
伊東クラブ ミニバナーの作成購入50 本(斉藤工芸)。
伊東クラブ ポロシャツの見積もりを取ります。

９月例会だより
９月例会は宮本敏一君の司会でほぼ定刻どおり始まった。
最初に浜野ワイズの開会の言葉からワイズの信条へと続いた
が担当の牛田ワイズが声が出ない？ということで急遽鈴木敦
ワイズが代行した。向井会長の挨拶では暑い日やちょっと涼
しい日があったり気候の変化があるので体調には気をつけて
健康でワイズ活動により一層励んで下さいとのことでした。
また今週の日曜日には第３１回富士山部会が開催されます。
会員各位の協力をお願いしますとのことでした。ゲスト・ビ
ジターの紹介の後野村書記から書記報告がなされ、本日お招
きした伊東高校定時制の教頭先生であられます佐々木氏に助
成金の授与が行われました。佐々木教頭先生よりお礼の挨拶
と共に現在の定時制のおかれた状況について報告がなされま
した。定時制にはＰＴＡが無いので皆さんからいただいた助
成金は部活動等に利用させていただいてますとの報告や平成
２１年から沼津三島地区の定時制が三島の学校一校に吸収合
併され、その規模は一学年２００名程度となり総勢８００名
程度の定時制が出来るそうです。またこの定時制は夜間だけ
でなく昼間の修学もあるということでこの先伊東高校定時制
への入学者が減少するのではないかと懸念しています。と報
告されました。誕生・結婚祝いと続き９月の結婚祝いは上田
ワイズ一人でした。この後久保田ワイズの食前の感謝により
食事へと移りました。食後は浜野親睦委員によるスマイルが
実施され続いて委員会報告では親睦委員会、ドライバー委員
会、ＣＳＢＦ委員会よりそれぞれ報告がなされ卓話の時間と
なりました。本日の卓話は辺津芳次先生のウォーキングにつ
いてあれこれ大変貴重なお話を聞かせていただきました。
私のコーナーでは石川ワイズよりお花の仕入れについて沼津
の市場にて競りを行いなるべく安く仕入れることに懸命とい
う話でした。ドライバー委員会より今月の出席率９７％、先
月の修正出席率９３％と報告がなされ親睦委員会より本日の
スマイル合計２２,０００円とのことでした。最後に末吉ワ
イズよりの閉会の言葉で本日の例会は全て終了致しました。
記 会報委員会 山田 誠

１０月例会卓話者 土屋進 氏
「出合いの大切さ。」
伊東市議会議員（現在３期）県立伊東高等学校卒業、
昭和４４年ヤマモトコーヒー創業、伊東ワイズメンズクラブ
のチャーターメンバーとして１０年在籍。
現在は伊東西ロータリークラブ会員。
＊＊＊ １１月１０日 第３８７回例会予告 ＊＊＊
受
〃

付 藤林正人君

開 会 の 言 葉 大 川 裕君

山田 誠君

ワイズの信条 戸田 忠春君

ビジター 原
司

充君

食 前 の 感 謝 稲葉富士憲君

会 山本昌輝君

私のコーナー 堀口 正作君
閉 会 の 言 葉 泉 忠 明君

他クラブ訪問記録
＊下田クラブ（９月１７日・水曜日） １０人 堀口正作君、原 充君、山田 誠君、稲葉信一君、藤林正人君、塩谷 浩君
梅原敬二君、浜野健治君、牛田俊夫君、榎本 博君

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

＊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

