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＊会長主題“ 初心 ・ 和 ・ 力 ”“ Recall Y’s Spirit ･ Unity ･ Power ”
会
長 及川泰広
直前会長 向井信男
Ａ副会長 鈴木芳男
Ｂ副会長 佐藤 諭
幹
事 末吉逸男・野村慶和・小川幸一

次期会長 橋場 徹
Ｃ副会長 山田 誠

書 記 鈴木 章弘
会 計 稲葉富士憲

副書記 大川 裕

第１３回東日本区大会

今月の聖句
すると、ひとりの人がイエスに近寄ってきて言った。
「先生、永遠の生命を得るためには、どんなよいことを
したらいいでしょうか」イエスは言われた、「なぜよい事
についてわたしに尋ねるのか、よいかたはただひとり
だけである。もし命に入りたいと思うなら、いましめ
を守りなさい。」
マタイによる福音書 第１８章 第１６節～第１７節

2010 年 6 月 5 日（土）～6 月
6 日（日）第 13 回東日本区
大会がハイランドリゾート
ホテル（山梨県河口湖）で
行われました。ホストは富
士五湖ワイズメンズクラ
ブ、参加人数は総勢４３１

６月例会プログラム 第４０６回

名、伊東クラブは２２名。

と き：６月１４日（月）６:３０ｐｍ～９:００ｐｍ
ところ：暖香園 ル・オール会議室
受 付 牛田俊夫君
〃 （ビジター）
司 会 鈴木隆夫君
＊開会の言葉
稲葉信一君
＊ワイズの信条
飯島唯志君
＊ワイズソング
一
同
＊会長挨拶
及川泰広君
＊入会式
執
行
部
＊誕生・結婚祝
親睦委員会
＊食事〈食前の感謝〉
杉本隆夫君
＊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
飯田
進君
＊定時総会
次期執行部

私達先発隊は６月５日

１日 野村明美さん
７日 堀口寿子さん

出席率

らの代議委員会には及川会
長、田辺富士山部直前部長
が出席、私と久保田 Ys はオ
ブザーバー席へ座り会議の
空気を体験させて頂きまし
た。１３：００開会式がはじまりました。オープニングは西浜
中双龍太鼓で元気よく始まりバナーセレモニーでは我が伊東ク
ラブの及川会長がステージの真中に堂々と立ち、伊東クラブの
アピールをしていただきました。１４：００からの東日本アワ
ーⅠでは各部部長報告や事業主任報告があり、１６：００から
は「６３歳のエヴェレスト」渡邉玉枝氏の講演が行われまし

交流も楽しんでおりました。晩餐会終了後は伊東のメンバー全
員で２次会会場（１０１トンボ）へと移動し静かな河口湖の夜
に親睦の華を咲かせてきました。翌日の東日本区アワーⅡの表
彰式では「ＢＦ部門一人当たり献金貢献賞」１位、他多数の賞

６月結婚記念日おめでとう

メネット

会場に到着。１１：００か

バイキング方式の料理やアルコールを飲みながら他クラブとの

鈴木千代里さん
浜野 礼子さん
田 辺 操さん

５月例会報告

いれながら１０：００には

演奏があり会場を大いに盛り上げてくれました。各メンバーは

榎本 博君

１４日 飯田 進君

発しました。途中、休憩も

た。 １８：３０からの晩餐会では富士学苑ジャズバンド部の

６月誕生日おめでとう
１日
メネット
１日
６日
１５日

（土）AM７：３０伊東を出

を獲得してきました。 書記 鈴木

２０日 大川 裕君

在籍者４０名（シニア１名・広義１名）
名

９５％

コメット
メーキャップ

スマイル報告

４３,０００円

スマイル累計

４０４,０００円

名

シニア

２名 修正出席率

出席者
名

３６名

ゲスト

出席者総数
３名

ビジター

４３名
４名

１００％

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 “ 一 つ と な る 力 ”“ T h e
ゴミゼロ運動に参加

P o w e r

o f

O n e ”

富士山部次期役員研修会に参加して

CS BF 委員会 内山 雅裕

次期 C 副会長 田辺寛司

平成 22 年 5 月 30 日 CS 事業 今期は最後の亀石峠清

次期役員研修会が 5 月 15 日、熱海 YMCA センターで各

掃に参加しました。清掃場所は亀石ｲﾝﾀｰそばの駐車場か クラブより 63 名が参加され開催されました。伊東クラブ
ら宇佐美方面への下り

からは橋場次

一方通行約１Km 折り返

期会長、次期

しの一方通行上り約１K

部会員増強の

ｍ。委員会の集合時間

野村主査と私

AM8:00

集合場所に向

の 3 名でし

かう車中、清掃場所を

た。ここ数年

見ながら運転している
とごみはあまり落ちて

は評議会と同時開催されるのが通例ですが、次期の富士
通り過ぎる車に心配

山部活動をじっくり検討しようという部 4 役員の姿勢が

ない感じ。意外とキレイじゃないの？。定刻の AM8:30 感じられました。竹内熱海 YMCA 理事長の来賓挨拶のあ
計 20 名の参加者がいつも元気に集合と思いきや、若 と、宝田次期部長の所信表明、次期部 4 主査の方針発
干、赤ら顔のﾒﾝﾊﾞｰが若干名。先日の合同委員会での打 表、2000 プロジェクトの勝又委員長の経過報告、また、
ち合わせで寝不足？ FBP 担当よりトリバン
それとも飲みすぎ？ ドラム YMCA ミシン教
かな。。さておき、 室の 3 名の女性教師
石川 CS 委員長の挨 が横浜国際大会にあ
拶で清掃スタート。 わせて来日し、部各
各々ごみ袋とﾄﾝｸﾞ片 クラブを訪問する予
手に上りと下りに分
崖下までゴミ拾いにはりきる

定の報告がありました。その後、3 分科会に分かれての

かれてごみ収集して 研修となりました。私は次期会長はじめとするクラブ 4

ると、車ではあまり気がつかなかったけど、ちょっと草 役のグループにパネラー役で参加しました。各 11 クラブ
むらへ入るとあるあるゴミだらけ。空き缶 煙草 ゴミ 次期会長さんにどんなクラブ運営に重点を置くのか質問
入りビニール袋 いろんなゴミが。車から草むらへ投げ する中で、多くのクラブが高齢化、会員増強の悩みなど
込む人って本当に多いんだな―と実感しました。約一時 を発表されました。各クラブいろいろな問題を抱えなが
間の清掃でゴミ袋 10 袋程集めました。掃除後のおつか らも、より楽しい充実したクラブ作りをしようという心
れジュースタイムは、氷でｷﾝｷﾝに冷えたジュース。作業 構えを感じました。3 分科会それぞれ活発な意見交換が
の後のジュースは最高だねっと思いきや、この日の天候 あったと聞いております。この研修会を通して次期富士
はあいにくの若干寒々しい。
。
。冷たい。
。
。最後に委員長 山部がより良い歩みが出来るように祈りつつ帰路につき
の挨拶で作業終了。参加して頂いたみなさん、お疲れ様 ました。
でした。それと、ゴミを投げ込む人たちへ「自分のゴミ
は自分で処理してくださいね！」

現・新合同の運営委員会
5 月 29 日土曜日、現・新合同の運営委員会が幸華にて行
われました。まずは現行の運営委員会から行われ、1 年
間の締めくくり。この時
期に突如持ち上がる問題
点なども取り沙汰されま
したが、ひとまず継続し
て検討など。6 月は新入
会員も予定されており、
ますます盛り上げてゆきたいところです。引き続き次期

作業終了で一休み

運営委員会において事業計画案の検討が行われ修正点

＊東日本区理事主題“明日につなごう、未来につなごう、ワイズの灯”
“Hand over Our Torch of Y’sMen-to tomorrow to the future”

＊アジア会長主題“夢見るアジア、愛するアジア”“Drea min g As ia L ovi ng As ia”
第３回富士山部役員会・評議会

第３７回 NPO 法人熱海 YMCA 2010 年度総会について

書記 鈴木章弘

熱海ＹＭＣＡ運営委員 末吉逸男

５月２３日（日）１３：３０から熱海ＹＭＣＡセンター

５月３０日（日）熱海 YMCA 会館に於いて午後 1：00
より行われ
た。第１部
定期総会は
富士山部 11
クラブより
３ ５ 名 出
席。２２５
総会に先立ち運営委員会
名の委任状
により総会成立で始まりました。竹内理事長が慣例で
議長に就任し、第１号議案～第６号議案迄の２００９
年度の事業報告書、収支報告書、２０１０年度の事業
報告案、収支予算案等の議案を参加者全員起立の元、
賛成多数で成立致しました。次に退任理事感謝状で伊
東クラブは野村慶和委員（代理）に贈呈されました。
さらに新委員紹介で小川幸一委員が紹介されました。
来賓の祝辞で鈴木忠雄富士山部長のご祝辞の後東山荘
に就任なされた太田和浩二所長の御祝辞がありまし
た。所長は山梨 YMCA 総主事を１５年務められ、山梨チ
ャリティーランに携わった方で熱海 YMCA の事業に力強
い相談者にな
る事と思いま
す。第２部で
は『七つの海
を旅して』と
題して熱海ワ
イズメンズク
ラブの青木義
美委員による
第３７回総会風景
海の旅（特に
ヨーロッパ方面をスライド写真を映しながら卓話と
言うかオノロケ話と言うか）のお話がありました。年
に１度は計画を立てて行くようにしているとの事でし
た。その他で日本 YMCA 同盟より表彰、感謝状受賞者が
熱海 YMCA から３名が選ばれました。熱海 YMCA 会員２
５周年継続会員賞者 堀口正作 Yｓ、梅原敬二 Y s、植
松恵一郎 Y s 表彰式日時‥‥‥２０１０年６月２０日
（日）AM10:00 場所‥‥‥‥‥‥御殿場東山荘本館２
階講堂（第１２０回同盟委員会開催中）
チャリティーラン実行委員会報告書
第３回目のチャリティーラン実行委員会が５月３０日
（日）午前１０時、熱海 YMCA 会館に於いて行われまし
た。伊東クラブより小川幸一委員、末吉逸男委員が出
席致しました。竹内理事長の挨拶に始まり、長谷川実
行委員長よりチャリティーランの名称を『第 2 回 YMCA
チャリティーラン IN 御殿場』とする事で決定いたしま
した。又、昨日５月２９日（土）第１３回山梨チャリ
ティーランを見学に行って来た７名の委員よりの報告
がありました。

において熱海グローリーワイズメンズクラブのホストで
第３回富士山部役員会・評議会が開催されました。伊東
クラブからは及川会長、田辺富士山部直前部長、佐藤副
会長、鈴木書記の４名で出席しました。評議会での承認
事項を下に記します。
承認事項 １.富士山部部則改訂（第５条 役員の選出）
第１項（抜粋）富士山部各クラブを４つのグループに分
け輪番制を原則にグループ内から次次期部長を指名委員
会が推薦し、当該委員長年度の評議会において承認を
得、次次期部長として選出する。グループの仕分けは
Ａ：熱海クラブ、熱海Ｇクラブ、湯河原クラブ
Ｂ：沼津クラブ、三島クラブ、御殿場クラブ
Ｃ：伊東クラブ、下田クラブ
Ｄ：富士クラブ、富士宮クラブ、静岡クラブ
２.富士山部表彰基準富士山部のクラブ、個人の表彰は富
士山部、事業主査から推薦のあったものを行う。
３.ＢＦデレゲート代表の来訪による国際交流基金５０，
０００円を支出する。
などが指摘されてゆきました。そのあとは食事。待ちか
ねたのかおお
いに飲んで食
べての盛り上
がりを見せま
した。いつも
のことですが
(^^)

翌日は

天気がよければ亀石峠のゴミ掃除がありますけど、みな
さん大丈夫ですか？（雨も上がって、5 月末にしてはか
なり肌寒い中でしたが翌日無事決行）なにはともあれ、
現執行部・運営
委員会の皆さん
1 年間お疲れ様
でした。そして
次期執行部・運
営委員会の皆さ
ん、これから 1
年間しっかり頑張って、
「楽しんで」ください。ありがと
うございました。

＊富士山部長主題“参加することから始まるワイズ”“Join our Y’s dam as our Fist Step”

▼ 出席第一・奉仕・時間厳守・親睦 ▼
当大会は甲府小瀬スポーツ公園で行われ、１組６人で構成し

５月例会だより

た 41 チームが参加し１．５キロを走ったとの事です。タイ
ムを競う部門の他にコスチューム賞などもあり楽しみながら
走っていたそうです。今回、御殿場東山荘での会場となるチ
ャリティーランに山梨のチャリティーランを参考にしながら

第 405 回例会は久保田 Y’s の司会のもと定刻に始まりまし
た。開会点鍾に続いて堀崎 Y’s による開会の言葉、及川年
度の残すところわずか、ほっとするところもあるでしょう
が、あと一息盛り上げていきましょうと。ワイズの信条・ワ

どの様に計画を進めるのか、コースとか障害児の会場をどう イズソングと続き会長挨拶。ゲスト･ビジター紹介。卓話者
するのかなど色々な問題点があると思います。次に組織構成 の入佐明美先生をはじめ、下田クラブより 4 名他。誕生結婚
の各部門、事務局、広報、レース開発、障害者プログラムの 祝い、食事のあとは親睦委員会によるスマイル。堀崎
内容の打ち合わせに入って、パンフレットを早く作りたいと Y’s、玖須美和田湯会館山頭火祭り俳句（自由律詩）で優
いう意見やコース設定を急ぐ等々の話し合いで６月末には結
論を出す事で打ち合わせは総会がある為問題点を残しながら
午前１１時３０分に終了しました。

勝。『和田の今昔 大湯に思う 山頭火祭り』各委員会報
告の後、卓話の時間。今回の卓話者の入佐明美先生は、現在
大阪は釜ヶ先にてホームレスケア・ボランティアケースワー
カーとして活動をされている方です。日々の生活すら安心に
暮らせない日雇いの労働者の厳しさ、そしてその人たちとの

運営委員会だより

交流において感じたことなどの貴重なお話をしていただきま

※執行部、部、区よりの連絡報告協議事項

した。わたしのコーナーはいつもユニークな末吉 Y’s のお

国際大会８月５日（木）〜８日（日）登録４名

話。親睦委員会よりスマイル 43000 円、ドライバー委員会よ

久保田 田辺 橋場 山田誠

り出席率 95%の報告。斉藤 Y’s の閉会の言葉を以って終了し

東日本区大会 ６月５日（土）〜６日（日） ２２名登録

ました。

記 飯島唯志

小川雅巳君入会式を行います（６月例会）
次期会費については従来通り
伊東市少年少女合唱団より発表会 CDと決算書が届きました
YMCA 伊東センター清掃 ６月１９日（土）
スポーツ保険加入について メンバー＠1,100円
〜平成23 年３月まで
※委員会タイム
プログラム

入会式を行います

ドライバー

５月メーキャップ２名、修正出席率 100%

YMCA 青少年

テント干し実施 ６月１３日（日）9:00〜

伊東センター集合
CS・BF

雨天：６月 20日に順延

亀石峠清掃作業 ５月３０日（日） 8:30〜

亀石峠駐車場集合
その他

＊＊＊ ７月＊＊日 第４０７回例会予告 ＊＊＊
受

YMCA 伊東センターより

〃

35 周年記念事業 キャンプ場コンロ整備

付 石川 騰君

開 会 の 言 葉 榎本 博君

杉本隆夫君

ワイズの信条 梅原敬二君

ビ ジ タ ー 稲葉信一君

YMCA 総会 ５月30 日 末吉 小川
副書記より

五月例会の卓話者として大阪からおいで下さった

及川 佐藤 稲葉 鈴木

ホームレスケア・ボランティアケースワーカーの

入佐明美先生

第３回富士山部役員会・評議会 ５月２３日（日）４名出席

委員会報告書の提出をお願いします

司

会 久保田康正君

食 前 の 感 謝 植松恵一郎君
閉 会 の 言 葉 泉 忠明君

他クラブ訪問記録
＊湯河原クラブ（４月１９日・月曜日）
＊下 田クラブ（５月１９日・水曜日）
＊熱 海クラブ（５月２４日・月曜日）
＊熱海Ｇクラブ（５月２６日・水曜日）

１人
５人
２人
２人

稲葉信一
山田誠君、堀口正作、原 充君、小川幸一君、牛田俊夫君
田辺寛司君、小川雅巳君
久保田康正君、工藤宣佳君

＊会長宅 〒414-0035 伊東市南町１－１－３４＊
ＴＥＬ：<０５５７> ４５－３４４４ ＦＡＸ：４５－３３５４

＊会報委員会 佐竹・飯島・飯田・泉・大川＊
委員長ＴＥＬ：<0557>３６－１７７４ (Ｆ)３６－４５７１

