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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

次期会長 及川泰広
Ｃ副会長 佐野 淳

Unity ＆ Mobility
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
人に惑わされないように気をつけなさい。多くの者が
わたしの名を名のって現れ、自分がそれだと言って、
多くの人を惑わすであろう。
マルコによる福音書 第１３章 第５節〜第６節

１１月例会プログラム 第３８７回
と き：１１月１０日（月）６:３０ｐｍ〜９:００ｐｍ
ところ：暖香園 ル・オール会議室
受 付 藤林正人君・山田 誠君
〃 （ビジター）
原
充君
司 会 山本昌輝君
＊開会の言葉
大川
裕君
＊ワイズの信条
戸田忠春君
＊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〉
稲 葉 富 士憲 君
＊スマイル
親睦委員会
＊委員会報告
各 委 員 会
＊卓話
塩地善吉氏
＊私のコーナー
堀口正作君
＊出席率・スマイル報告
担当委員会
＊閉会の言葉
泉
忠明君

第３３代会長 向井信男

１１月誕生日おめでとう
メネット
１１日 稲葉久子さん

１１月結婚記念日おめでとう
３日 野村慶和君
２１日 佐野 淳君

１９日 佐藤 諭君
卓話者 土屋進氏

１０月例会報告
メネット
出席率

在籍者
名

８７％

４０名（シニア １名）

コメット
メーキャップ

スマイル報告

６３,０００円

スマイル累計

２５７,５００円

名

シニア

１名 修正出席率

出席者
１名

３４名

ゲスト

出席者総数
１名

９０％ ＢＦ現金

ビジター

４１名
５名
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

「伊東市５クラブ懇親ゴルフ大会に参加して」
榎本 博
昨年：団体戦４位・一昨年：団体戦４位と団体優勝をし
たのは既に３年も前の事。この大会は伊東市内の奉仕団
体５クラブにより開催され。各クラブ上位６名の成績を
新ペリア方式によりＮＥＴ合計で団体戦を競います。
(個人戦も同じ) 自分はこの上位６名に入った事があり
ませんが、我クラブの参加者は常に上位入賞が出来るメ
ンバーが数名･･･いや、自分を除いた参加メンバーは上
位入賞がほぼ確実に出来る腕の持ち主ばかり！と、言う
事は･･･上位入賞が出来ない一つの理由は自分以外の参
加メンバーにもあるのではないのでしょうか！？今回は
「なぜ･･･伊東クラブが優勝出来ないのか？」をテーマ

Be

the

light

of

Hope

いつも自分より上手な方ばかりとプレーしていると見え
て来ない物がＳ²さんと回れた事により「いつもの自分を
見れた」
「勉強になった」と感謝してます ^^ Ｇolf と言
うゲームは闘うスポーツです。それだけに興奮もするし
緊張も強いられ不安なども感じてしまう。「何も考える
な」と言われても「考えないで」居られる訳もなくパッ
トのストロークを練習したり素振りでスイングイメージ
を作ったりとイメージや想像を働かせ仮想Ｇolf をした
りして ^^； 自分的な分析結果ですが「体調は万全」
「結
果を考えず」
「マシン的に感情を捨て」が出来ればスコア
アップにつながるのではないでしょうか！ ネッ･･･さ・
と・し さん！来年は頑張るぞ〜 ^^/

海岸清掃に参加

に分析してみます！１０月２２日(水)☀サザンクロスＩ

さる 10 月

Ｎコース４組目でスタートした

10 日(金)

私とＳ²さん４９歳 (ワイズ歴

あさ 9 時

１２年) を例に取らさせて頂き

30 分国市

ます。(ちなみにＳ²さんはグロ

商店前の

ス８２くらいで愛好会ＨＤＣは

海岸に集

１２です) スタートホール１０

合です

番・３１５ヤード・パー４ 第

が、それ

一打左側木の中へ２・３・４・

より早く

５打と左側でチョコチョコとや

8 時 30 分に野村書記が到着して、向井会長・佐野副会
って５オン２パットでトリプル １１番④ボギー １２番 長・私に電話して早く来るように催促！。定刻になると
④バーディー(本来の調子を取り戻したか？)１４番④ボ 集合場所に各所属団体が集合して、石井会長の挨拶、事
ギー １５番④ボギー １６番⑤ドラコンホール・ボギー 務局よりの注意事項等連絡の後、各々の指定場所に分か
(ここだけスーパーショットで自分がドラコンＧet！) れて清掃の開始、約 1 時間過ぎた頃、他の団体の帰る人
１７番１３７ヤード・パー３をピンそば４ｍで伊東ＲＣ がチラホラでて目の前のゴミも無くなり解散となりまし
のＨさんの内側に着けニアピンＧet！さすがです！１８ た。 ジョナサンでお茶？・・しました。参加してくれ
番⑤パーで４５。前半９ホールでは１０番と１５番を除 ました、向井会長・佐野副会長・榎本副会長・野村書
けばマズマズのスコアー (パーが取れなかったのが痛か 記・及川次期・上田君・梅原君と私の 8 人の参加者でし
った) 昼食時には自分のプレーに反省し伊東ＲＣのＨさ た。ご苦労様でした。 ＣＳ・ＢＦ委員会 牛 田 俊 夫
んに何気にアドバイスを受けていた(笑) 後半１番⑤ダ
ボ ２番④ダボ ３番④ボギー (アドバイスも意味なし)
４番④やっとＧood ショットでパー (気分転換出来た
か？) ５番③ダボ ６番④ボギ
ー (６番終えて８オバー

ジャガイモ・カボチャ販売に感謝！
ＣＳ・ＢＦ委員会 牛田俊夫
海岸清掃の翌日の 11

かなりＳ²さん落ち込み模

日、山田ボーリング前駐

様。と言うよりキレ模様)

車場にトラックが朝 8 時

続く７番ショートホール

に到着、メンバーが集合

で痛恨の５オーバーで８

して約１時間程で荷下ろ

（最悪！Ｓ²さん顔がヒキ

しは完了。続々とジャガ

ツッテルし）８番⑤ダボ

イモとカボチャを取りに
最終ホール９番④ダボで 来ました。ジャガイモ 421 箱、カボチャ 81 箱合計 502 箱
５３。と言う様に本来ス
5.02 トンお買上げ有り難うございました。荷下ろしに 14
コアーメイク出来るはずのプレイヤーでも久しぶりのＧ
人引き取りに 17 人合計 31 人でした。ご協力感謝申し上
olf だったり５０肩だったりすると楽しいＧolf が出来
げます。来期もよろしくお願いします。
ずにスコアーにも大きく差が出てしまう。

＊東日本区理事主題

前へ、明日へ、世界へ

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

温泉リポートー赤沢日帰り温泉

Working together to serve better

新入会員です。よろしくお願いします。

地元温泉レポーターＡ

山田 光彦

国道 135

先日、会報委員の稲葉

号を下田方

富士憲Ｙ

面に向かっ

員恒例の「自己紹介」の

て走ってゆ

原稿を執筆するよう依頼

くと、赤沢

があり、生い立ち、趣

の手前の左

味、家族のことを書かせ

側に、化粧
品で有名な
株式会社Ｄ
ＨＣが、一連のリゾート施設の一部として、最初にオー
プンさせた、
「赤沢日帰り温泉館」があります。4 階建て
の建物の 3 階に全長 25 メートル、４階に２０メートルの
大露天風呂を備えていて、赤沢港から続く高さ２０メー
トルほどの崖の上にあることから、いずれも、湯船につ
かっていると、湯面がそのまま太平洋につながっている

ｓより新入会

てもらいます。昭和 37 年
湯川に 3 人兄弟の末っ子として生まれ、西小、北中、
伊東商業高校を卒業しました。昭和 56 年、沼津の
（株）富士エースゴルフ倶楽部に入社。昭和 58 年に東
京に行き、(有)イースタンフードに入社。その 5 年後
に伊東に帰って来て、現在の（株）丸達水産で働くよ
うになりました。当初は、社長夫婦と自分とパートさ
んの 6 人でしたが、あれから 20 年以上たち、現在は 30

かのような錯覚を覚える、大パノラマを誇っています。 人ほどの従業員が働く会社になりました。自分は現
湯温４３．２度Ｃ、カルシウム、ナトリウムを含む塩化 在、丸達ひものセンターの責任者として、ひもの、塩
物・硫酸塩の温泉で、神経痛、関節痛、慢性消化器病、 辛、乾物などを販売しております。お中元、お歳暮も
慢性婦人病に効能があるとされています。入館料は、平 やっております。そして、趣味の事ですけど、お祭り
日 1,200 円、日祝祭日・繁忙期は 1,600 円、タオル等の が大好きで 20 年以上前からおみこしの会、伊東若雄會
料金を含んでいます。ところで、ＤＨＣという社名に、 に所属し、色々な所のお祭りに参加しております。そ
どのような意味があるかご存知ですか。Ｄは大学、Ｈは こで知り合ったのが今の妻です。私たちは平成 20 年 4
翻訳、Ｃはセンターの略で、もともとは、翻訳した本を 月 26 日、ホテルニュー岡部で結婚、披露パーティーを
出版する会社だったから、とのことです。伊東市の最南 友人がやってくれました。今妻と 2 人暮らしです。最
部に出現した、温泉、エステ、ボウリング場を含む、癒 後にワイズメンの皆様、ご指導のほどよろしくお願い
しの施設群を、一度は訪れてみてください。

致します。

熱海ＹＭＣＡ第２３回中学生英語スピーチコンテスト開催

審査員のＨｏｌｌｙ Ｃａｍｐｂｅｌｌさん

英語で挨拶する田辺部長

第２３回スピーチコンテストは１０月２６日（日）熱海いきいきプラザにて開催された。
総勢で３０数名の参加者があり、伊東からは北中学校の原七海さんと朝倉寧々さんが

原七海さん

参加されました。惜しくも入賞は出来ませんでしたが素晴らしい発表でした。

朝倉寧々さん

＊富士山部長主題

個性を磨こう！

Brush

up

your

character！

▼ 出席第一・奉仕・時間厳守・親睦 ▼
１０月例会だより

第８回ワイズ杯ドッジボール大会
開催場所：伊東市民体育センター、南小体育館

１０月例会は橋場 Y s の司会で定刻通りに始まりました。

開催日時：２００８年１１月２２日（土）

はじめに原充 Y's が「秋と言えばお祭り、そして椎茸を煮る

募集内容：伊東市内小学生、１チーム２０名以内

いい匂い。おふくろの味を思い出します」と情感こもった開

４０チーム募集
１１月２１日はカレー作り致します。ご協力を。

会の言葉を述べました。ワイズの信条・ワイズソング唱和に
続き、挨拶に立った向井会長は「１１月にはドッヂボール大
会を控えています。体調には各自気をつけてください」と述

運営委員会だより
※執行部、部、区よりの連絡報告協議事項

べ、また３日に野村書記と出席したともだち運動会について
「４６０名の障害児が頑張っている姿を見て、『我々健常

・10月19日（日）伊豆新聞創刊60周年記念パーティーに向井会長が
出席しました。
・10月22日（水）伊東市５クラブ懇親ゴルフ大会８名参加。団体戦２位。
・10月26日（日）熱海YMCA英語スピーチコンテスト開催。
伊東市から中学生２名参加。
・11月９日（日）伊東西ロータリークラブ30周年開催。会長出席予定。
・11月29日（土）第12回東日本区メネットの集い開催。
・東日本区松本倫子メネット委員長より国際／国内プロジェクトへ
の協力依頼あり。
・ミニバナー作成の件・・・発注しました。
・新入会員用ポロシャツ作成の件・・L20枚、LL20枚を発注します。
・クラブバナーのクリーニングの件・・・11月例会時に確認、検討します。

者、しっかりしろ！』という気持ちになった」との話があり

※委員会タイム

（？）塩谷 Y s から「秋祭り」だとか「体育大会」だとか

・プログラム 卓話者に元ワイズメンバー、塩地善吉氏を迎えます。
工藤宜佳君の入会式を行います。
・ドライバー 10月例会出席率は１名メーキャップにより90%。
・親睦 例会終了後、懇親会および新入会員歓迎会を開催します。
クリスマス家族会準備中。
・YMCA青少年 スキー教室を２月21日（土）〜22日（日）に開催。
12月より準備開始。平成21年度YMCAキャンプ教室の日程を決め
ます（第１希望７月25〜26日）。
・CS・BF 11月16日（日）「第27回ふれあい広場」に向け献品
協力します（〆切11月７日）。松川清掃を検討中。
・IBC 台湾新生クラブが来春訪問を希望、とのこと。
・ドッジボール 11月22日（土）「第８回ワイズ杯ドッジボール
大会」を開催。現在準備進行中。
・EMC会員選考 10月31日の運営委員会において、工藤宜佳氏の入会
が出席者全会一致で可決されました。来年２月、セミナー開催を
検討中。
・広報 11月22日（土）「第８回ワイズ杯ドッヂボール大会」の
取材要請をします（伊豆新聞、CVA）。
・文献管理・IT 小川直前会長（32代）の写真額の掲示をします。
・その他 ともだち運動会実行委員長、あいさつ運動事務局より助成
金および協力のお礼状が届いています。
IKC で「第８回ワイズ杯ドッジボール大会」を収録・放映します。
放映日（予定）・・・12 月 8・９・10 日 午前 10 時〜、午後５時
〜、午後10時〜

の容赦ない取り立てが行われました。委員会報告のち行われ

【お願い】 委員会開催後報告書を提出してください。

ました。ゲスト・ビジターの紹介に続き書記報告が。シニア
会員となった原昭三 Y's に代わり梅原 Y's が EMC 会員選考訪
問委員長を務めることになったことなどが報告されました。
１０月の誕生日はメンバー６名、メネット３名。今年６９歳
の誕生日を迎えた原充 Y's が代表で挨拶。また結婚記念日は
７名が祝福を受け「花と結婚記念日を届ける花屋」石川 Y's
が感謝の言葉を述べました。鈴木芳夫 Y's 欠席のため、急遽
鈴木つながりということで鈴木敦 Y's が食前の感謝を行い、
食事にうつりました。親睦委員会のスマイルでは、気が弱い

た卓話では、元伊東クラブのチャーターメンバーで伊東市議
会議員の土屋進氏が登場。「我以外皆我師」をテーマに、人
生の節目節目に出会ってきた恩師・仲間・友人たちの心温ま
るエピソードを語っていただきました。私のコーナーでは堀
口正作 Y's が、自ら参加する「伊東自然歴史案内人会」のボ
ランティアについて語り、参加をよびかけました。出席率８
７％、スマイルは６３０００円。通常より１５分早い、午後
８時４５分に塩谷Y'sの閉会の言葉で終了となりました。
記 会報委員会 大川裕

１１月例会卓話者 塩地善吉 氏
演題「運の良い人悪い人」
塩地総合開発株式会社代表取締役
１９８４．３〜２００５．６伊東ワイズ在籍（２６代会長）
＊＊＊ １２月２３日 第３８８回例会予告 ＊＊＊
受

付 末吉逸男君

開 会 の 言 葉 久保田康正君

田中貴幸君

ワイズの信条 佐竹 幹雄君

ビ ジ タ ー 浜野健治君

食 前 の 感 謝 梅原 敬二君

司

私のコーナー

〃

会 鈴木芳男君

閉 会 の 言 葉 田辺 寛司君

他クラブ訪問記録
＊下田クラブ（１０月１５日・水曜日） ５人 小川幸一君、牛田俊夫君、堀口正作君、原
充君、山田 誠君
＊三島・沼 津・御殿場３クラブ合同例会（１０月２１日・火曜日） １人 田辺寛司君
＊熱海・湯河原・熱海Ｇ３クラブ合同例会（１０月２２日・水曜日） ３人 田辺寛司君、牛田俊夫君、鈴木芳男君（メーキャップ）

＊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

