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＊会長主題“ ワイズを楽しむ！ ”“ Enjoy Y’s life ”
会
長 橋場 徹
直前会長 及川泰広
Ａ副会長 浜野健治
Ｂ副会長 塩谷 浩
幹
事 野村慶和・小川幸一・向井信男

次期会長 牛田俊夫
Ｃ副会長 田辺寛司

今月の聖句

書 記 稲葉富士憲
会 計 鈴木
敦

副書記 山田 誠

富士山部次期役員研修会

神は、そのひとり子を賜ったほどに、この世を愛して下

次期会長 牛田俊夫

さった。それは御子（みこ）を信じる者がひとりも滅び
ないで、永遠の命を得るためである。
ヨハネによる福音書 第３章 第１６節

６月例会プログラム

第４１８回

今月は TOF 例会となります。
例会開始時刻が変更になっていますのでご注意ください。
とき：６月１３日（月）

７：００PM～９：００PM

ところ：暖香園 ル・オール会議室
受 付：梅原敬二君
司 会：植松恵一郎君
＊開会の言葉

末 吉 逸 男 君

＊ワイズの信条

杉 本 隆 夫 君

2011 年度 富士山部次期役員研修会が 5 月 22 日(日曜日)

＊ワイズソング

一

同

富士宮例会場のパテオンで 10 時 30 分より開催されまし

＊会長挨拶

橋 場

徹 君

た。東日本区次期会長研修会の中止により、急遽この日

＊誕生・結婚祝

親 睦 委 員 会

に次期東日本区役員による次期役員研修会が同時に行わ

＊スマイル

親 睦 委 員 会

れました。次期理事の活動方針、次期事業主任(地域奉

＊委員会報告

各 委 員 会

仕・会員増強・国際交流・ユース)の活動方針、そして次

＊出席率・スマイル報告

担 当 委 員 会

期書記によるクラブ運営事務手続き、次期会計による連

＊閉会の言葉

鈴 木 章 弘 君

絡事項などがあり、10 分の休憩の後に富士山部遠藤次期

※例会終了後に定時総会です。

部長の活動方針、次期事業主査(地域奉仕・会員増強・国
際交流・ユース・ＦＢＰ)の活動方針、そして各クラブ会

6 月誕生日おめでとう

長の主題・活動計画案の話の後、次期部書記・会計から
連絡事項の話があり、定刻を少し過ぎた 12 時 40 分に終

1 日 榎本 博君

わりました。例年は東日本区は 2 日間、富士山部は半日

メネット
1 日 鈴木千代里さん

1 日 野村 明美さん

をかけて研修する所でした。出席した 5 人の方々ご苦労

6 日 浜野 礼子さん

7 日 堀口 寿子さん

様でした。

15 日 田辺 操さん
6 月結婚記念日おめでとう
14 日 飯田 進君

20 日 大川 裕君

５月例会報告 在籍者４１名（シニア１名・広義１名・療養３名） 出席者３５名 出席者総数 ３９名
メネット
名
コメット
名
シニア
１名 ゲスト
１名 ビジター
３名
出席率 ９７．２％ メーキャップ
名 修正出席率
９４％ BF 現金
Pt
スマイル報告
３１，０００円 YMCA 基金
円 BF 切手
Pt
スマイル累計 ４６６，０００円 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 “心新に立ち上がろう” “Ｏｎｃｅ Ｍｏｒｅ Ｗｅ Ｓｔａｎｄ”
実録！「松本大会珍道中」
大川裕
長野県松本市が舞台の｢第１４回東日本区大会｣に橋場会
長、牛田次期はじめ２０人で参加してきましたョ～！
４日午前６時、一行を乗せたバスは一路松本へと向か
いました。今回の旅は親睦旅行を兼ねているので車内は
すでに和気あいあい。亀石峠を超えたあたりから早速缶
ビールが空き始め、高速に乗るころはすでに酒盛り状態。
到着時間を気にする榎本親睦委員長をよそに何度もＳＡ
のトイレへ駆け込みました。
午前１１時、松
本に到着。昼食は
「国宝松本城」の
西に建つそば処
「そば庄」で済ま
せました。突然の
団体客に慌てたの
か、店のオバチャ
地元信州そばを待つ待つ…待つ
ンがなかなか注文
をとらず、気がつけば開会時間ギリギリ。肝心のお城を
見ずにバスに飛び乗るメンバーもいました。ザンネン！
大会会場は松本城からおよそ１０分の所にある長野県
松本文化会館。すでに大勢のワイズメンが集結していま
した。久々の顔ぶれと握手を交わしつつさっそく館内
へ・・・と思ったらうちのメンバー、喫煙所から全く動
こうとしませんっ（笑）とにもかくにも始まった開会式、
恒例のバナーセレモニーでは橋場会長が行進しました。
やや緊張の面持ちで壇上
に上がりましたが「ハシバ
ァ～！！」「デラックス
～！！」の掛け声と拍手に
あわせてバナーを高々と
掲げてくれました。その後
一行は準備（？）のため一
度会場を後にし（関係各位
スミマセン！）松本駅近く
のホテル「エースイン松
本」にチェックインしまし
た。午後５時半再集合まで
の間、お土産を物色したり、
温泉につかったり、街を散
策したり、宴に向けて昼寝
ハシバデラックスの雄姿！
をしたりと自由な時間を
過ごしました。
空が黄昏に染まる午後７時、信州大学よさこいチーム
の元気な踊りで晩餐会がスタートしました。揃いの青い
法被で臨んだ伊東メンバーはどこに行っても目立つ！全
員違うテーブルに着席したのにクルリと見渡せばどこに
居るのかすぐ判る。どうやら皆、席の隣同士でフレンド
リーに楽しんでいたようです。料理は鯉のあんかけ、馬
刺、そば、おやき、ソースカツ丼など名物料理がずらり。
でも話とビールに夢中になりすぎた私、気がついたら料
理はほとんど残っていませんでした。仕方なく売れ残っ
た馬刺とラザニアをたらふく食べました。しかしさすが
に馬刺は旨かった（醤油があればもっと良かったケド

ね・・・あ、だから余ってたのか？！）。そうそう、忘
れちゃならない今回最大の目的「１５回東日本区大会」
のＰＲもバッチリしてきましたよ～！
２次会は美
術館横のスナ
ック「ＰＡＲ
ＴＹ」にて。
牛田次期とマ
マのデュエッ
ト「銀座の恋
の物語」で幕
を開けた宴に
は、ホストの
松本クラブは 第 15 回大会を盛大にアピール THIS IZU ITO
じめ大阪泉北クラブ、富士五湖クラブらが次々と合流し、
総勢５０超の大宴会になりました。♪右から左へ受け流
すぅ～♪のムーディ勝山氏も飛び入り参加していたよう
です？それにしても伊東クラブのパワーはすごいです
ね！歌に踊りに拍手に掛け声、最高～に盛り上がりまし
た。その後はラーメンを食べに行ったり、居酒屋でＹ’
ｓ談義（Ｙ談？）に花を咲かせたり、ホテルで疲れを癒
したりと、各々松本ナイトを満喫しました。ちなみにウ
ッチーと福ちゃんと私の「ダンゴ三兄弟」は朝までハッ
スル！最後はバーで夜を明かしました～！
そして・・・
翌朝のことはあんまり覚えていません（笑）確か橋場会
長が表彰されたような・・・牛田次期が大会旗を引き継
いだような・・・稲葉書記があずさ２号で帰ったよう
な・・・まぁそんな感じです。さて、名残惜しくも松本
を出発した一行は恒例のトイレ休憩を挟みつつ、午後２
時半に名勝「天竜峡」に到着しました。極上の天ざるセ
ットを平らげた後はさっそく天竜ライン下りの舟に乗船
ました。山水画を彷彿とさせる岸壁の絶景、ひんやりと
清らかな空気、そして滔々（とうとう）と脈打つ白濁の
奔流・・・古よ
り変わらぬ天
竜の自然を満
喫しました。中
には昨晩の疲
れからか舟の
上で舟を漕い
でいた人も居
ましたが、ここ
では敢えて触
結構な急流もあったラインくだり
れないでおきましょう。帰りは中央道から東名へ。浜名
湖ＳＡで夕食タイムをとりましたが、その頃には皆グッ
タリ。後部席の末吉・牛田・橋場の３名だけが元気にフ
ラワーカードに夢中になっていました。午後１０時過ぎ、
無事伊東へと到着。おみやげを手に帰宅の途につきまし
た。いや、そのまま飲みに行った猛者もいたようですけ
ど？？
声を枯らしオカマちゃんボイスになってしまった榎本
委員長をはじめ親睦委員会の方々、そして参加された皆
様、本当にお疲れさまでした。思い出に残る、すてきな
親睦旅行をありがとう！

＊東日本区理事主題 “豊かな奉仕！～変化そして躍進！”
“Let’s Serve Joyfully! ～Change and Everlasting Jump!”

＊アジア会長主題 “世界平和をワイズの手で” “Realization of World peace through Y’s Activities”
第１４回東日本区大会＋親睦旅行

ﾒﾝｽﾞの団結力！？をまたまた感じました。個性豊かな伊

親睦委員会 内山 雅裕

東ﾜｲｽﾞﾒﾝｽﾞを見事に取りまとめた 親睦委員長 榎本博

２０１１年６月４日～５日の日程で第１４回東日本区大

Ys 喉が枯れるまでお疲れ様でした。又、参加された皆

会に兼ねて親睦旅行に行ってきました。

様 ご協力ありがとうございました。来年もどこに行け

参加人数 20 名 NICO ﾊﾞｽ貸切で 4 日 AM5：30 出

るか楽しみですね。次期 大川裕委員長 楽しい企画を

発！進行！。。
。
。30 分後 カンパーイ！早くも始まりま

宜しくお願いしまーす。

した車中宴会！これぞ親睦旅行ですね。今回は東日本区

第 3 回富士山部役員会評議会開催

大会に参加しないといけないんで最初は程々にねーなん

日時 2011 年 5 月 22 日(日)

て考えている人はいない感じで、次から次へとﾋﾞｰﾙ 焼

場所パテオン(富士宮)

酎の注文。親睦委員の私と稲葉信一 Ys はﾊﾞｽの一番前で

野村慶和

ﾊﾞｰﾃﾝﾀﾞｰに早変わり。いらっしゃいませ～松本文化会館

梅雨入り模様の天候、朝 8 時に伊東を次期執行部（牛

会場に到着するまで何回ﾄｲﾚ休憩したかな？（笑）
。

ンバーと私が最後に同情、会場へ向かいました。大仁経

大会

晩

由国 136 号→国 1 号→五本松より左側の国 139 号に出よ

無事終

うと提案、正解。間に合い一安心。昼食つきの登録料を

了。2 次会会場

牛田次期が済ませ入場、開会となりました。余談ですが

は松本ｸﾗﾌﾞのご

車中、西富士道路の則道をリュックサックを背負ったハ

紹介で、松本駅

イカーの列を発見。何かあるのかなぁ？先方を見ると第

近くの飲み屋さ

二東名へと続いているのを見て「渡り初め」なのかなあ、

んでした。松本

近頃流行っているね！と話題、和気藹々。
（話・和・吾の

餐会も

大盛り上がりだった 2 次会

田次期会長、佐野 A 担当、内山副書記、榎本書記）のメ

初日の東日本区
及び

ｸﾗﾌﾞ他 5 ｸﾗﾌﾞも参加されての 2 次会でしたが、伊東ｸﾗﾌﾞ
のﾊｲﾃﾝｼｮﾝﾓｰﾄﾞ突入に始まりはちょっと他ｸﾗﾌﾞが引き気
味かと思いきや、そんなのお構いなしの伊東ｸﾗﾌﾞの盛り
上げに 他ｸﾗﾌﾞさんも盛り上がり最高潮へ。ちょっと安
心安心。
。（笑）自己紹介 ｶﾗｵｹ ﾀﾞﾝｽ等 笑いが絶えな
い 2 次会になりました。楽しい時間はあっとゆう間に 2
時間が過ぎ気が付けば PM11 時。明日も早いのでﾎﾃﾙ帰宅

実践へ！）
今回は震災の為休止していました次期会長、部役員研
修会を同時開催することとなりました。この記事につい
ては他のメンバーより報告があるとの事ですが一言。当
クラブより選出の会員増強事業主査報告を前任者の私が
代理として発表するというハプニングもありました。13
時 30 分より本題の部第 3 回役員会評議会が開催されまし
た。役員会に入り宝田部長の点鍾、富士宮鈴木会長挨拶、

ﾁｰﾑと 3 次会ﾁｰﾑ

その後報告事項では各事業主査より後期活動報告、また

に分かれ初日終

各クラブ会長より後期活動報告、評議会へ議案提出事項

了になりました。

の発表、私も役割として緊急動議を提案(尚、部より提案

ちなみに親睦委

内容の要請がありました)その後一時休憩へ。

員の私がﾎﾃﾙに

15 時から評議会に入り、再び後期活動報告、定足数の

帰れたのは、朝

確認等の説明があり審議議案へと以下の事項説明と承認

から飲みっぱな

になりました。

しの斉藤福男

・1 号議案 東日本大震災災害支援金（仙台・盛岡 YMCA

Ys と大川裕 Ys と 共に 空が明るくなってきた朝方にな

へ）特別会計 CS 基金より 30 万円支出する件

――

ったのは言うまでもありませんけど。
。3 兄弟 あ～感無

承認 ――

量！楽しかった～。

・2 号議案 第 15 回東日本区大会を成功させるため、富

2 日目 朝 9：00 ﾛﾋﾞｰ集合 東日本区大会 閉会式に参

士山部の全面協力の件 ―― 承認 ――

加後 お昼には親睦旅行の目玉である 天竜峡の天竜ﾗｲ

・緊急動議議案 EMC 基金 100 万円を越えているため、

ﾝ下りへ出発！進行！。。
。30 分後 カンパーイ！のはず

次期は拠出しない件 ―― 承認 ――

が。。。 若干みなさん二日酔い？お疲れ？モードかな。
(笑) 天竜峡到着して、ちょっと遅めの昼食（天ざる五平

遅くまでの審議となりましたが無事終了となりました。
これにて評議会も終了、帰りは現執行部（橋場会長、田

ｾｯﾄ）を食べて、いざ船乗り場へ。ちょっと寒空の天気だ

辺 C 担当・部監事、塩谷 B 担当、鈴木敦会計と私）の 5

ったのですが、水面ぎりぎりから見る 天竜川の絶景！

人で帰省となりました。午前出席してくれました次期役

船頭のよる投網！ など 思った以上に楽しかったです

員の方々、午後 5 時まで審議参加されました役員の方々

ね。浜名湖経由で夕食にうなぎを食べて、伊東に無事到

本当にご苦労様でした。

着しました。毎年 1 回の 1 泊 2 日の親睦旅行、伊東ﾜｲｽﾞ

＊富士山部部長主題

“親睦が輪を作る！”

“Friendships give us a circle!”

５月例会だより
第４１７回５月例会は堀崎ワイズの司会で定刻通り始り
2010-2011 年度 東日本区表彰一覧

ました。会長点鐘の後開会の言葉を佐野ワイズでワイズ
の信条の後橋場会長の挨拶となりました。今日を含めて

◇地域奉仕事業表彰
ASF 献金貢献賞（一人当たり）第 2 位（2,910 円）

あと２回の例会となりちょっと寂しそうな言葉を漏らし
て挨拶を締めくくりました。ゲスト、ビジターの紹介の

◇会員増強事業表彰
EMC-C（出席率） 優秀賞（90%以上）

後誕生結婚祝いと続き誕生祝いでは小川幸一ワイズの一
言、結婚記念日祝いでは浜野ワイズのメネットに感謝し

◇国際・交流事業表彰
BF 献金貢献賞（一人当たり）第 1 位（6,000 円）

ているとコメントがありました。山田光彦ワイズの食前
の感謝では東日本の大震災を思いつつ節約して感謝の気

◇ユース事業表彰
ユース支援賞（ロースター広告協力）

持ちでいただきます。食事の後はスマイル、委員会報告
と続き卓話となりました。本日の卓話は上山育子先生で

◇達成賞
CS（一人当たり目標額 1,250 円）

まずはストレッチを入念に行い体をほぐして拝聴の時間

BF（一人当たり目標額 2,000 円）

となりました。先生が用意して下さった音楽史年表から

TOF（一人当たり目標額 1,300 円）

音楽の移り変わりを説明していただき最後はメンバーに

ASF（一人当たり目標額 500 円）

歌唱指導をして下さいました。メンバーは全体的に演歌
系になっているのでこの点を特に注意をされました。

運営委員会だより

しかしながらとても楽しいひと時を過ごせたと感じます。

※執行部、部、区よりの連絡報告協議事項

５月例会の出席率は９７.２％、スマイル合計は３１,００

５月２８日（土）１８：００～ サンテラスにて新現合

０円と報告があり内山ワイズの閉会の言葉で今月の例会

同運営委員会開催

を終了いたしました。
記 山田 誠

５月２２日（日）富士宮市「パテオン」にて 第３回富
士山部役員会・評議会並びに次期役員研修会が

＊＊＊ ７月１１日 第４１９回例会予告 ＊＊＊
受 付

開催されました
５月２９日 ゴミゼロ運動協力 亀石峠９：００より

〃

植松恵一郎君 開 会 の言葉 塩谷

浩君

飯島 唯志君 ワイズの信条 内山 雅裕君

第１４回東日本区大会は松本文化会館にて６月４日～５

ビジター 久保田康正君 食 前 の感謝 山田

日開催

司 会

誠君

浜野 健治君 閉 会 の言葉 鈴木 芳男君

６月例会は例会開始時間が７時００となります（食事な
し）
※委員会タイム
プログラム

６月例会は食事なしとなります。
例会終了後は定時総会です

ドライバー

５月例会の出席率は９７％。
４月例会の修正出席率は９４％でした

親

睦

第１４回東日本区大会の参加は親睦
旅行と兼ねます
参加時の服装はクールビズとする

ＣＳ・ＢＦ

表彰を受ける橋場デラックス！
松本城

５月２９日ゴミゼロ運動の協力は雨
天の為中止となりました

ＹＭＣＡ青少年

６月１２日予定でテント干しを実施します。
協力お願い致します

Ｉ Ｂ Ｃ

ＩＢＣ締結先を現在検討中

そ の 他

第１５回東日本区大会実行委員会では

会場前で記念撮影

第一報（案内報）及び横断幕が完成しました

他クラブ訪問記録
＊下田クラブ 5 月 18 日(水)

4 人 牛田俊夫君、原充君、堀口正作君、山田誠君

＊会長宅 〒414-0053 伊東市荻４７１－６５３＊
TEL：<0557>37-8218
FAX：38-3679

＊会報委員会 飯島・鈴木（芳）
・泉・山田・植松＊
委員長 TEL：<0557>37-7328 FAX：32-2688

