Ｂ副会長：山田光彦 Ｃ副会長：堀崎龍夫
諭・稲葉富士憲・牛田俊夫
直前会長：杉本隆夫 次期会長：飯島唯志 Ａ副会長：梅原敬二
書記：内山雅裕 副書記：正木 薫 会計：佐藤 諭 幹事：佐藤
会長：榎本

博

【 すべては一つ 】 “ We are all one ”
会長主題

“ TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT ”
標語（国際）＝Motto “ 強い義務感を持とう 義務はすべての権利に伴う ”

THE Y’S MEN’S CLUB OF ITO

THE SERVICE CLUB OF THE Y.M.C.A
AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y’SMEN’S CLUBS

国際会長: Wichian Boonmapajorn（タイ）
“Mission with Faith”
アジア会長: Edward K.W.Ong（シンガポール）
“Through Love Serve”
東日本区理事: 渡 辺
隆（甲府クラブ）
CHARTERED
OCT.４.１９７６

2016
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“原点に立って、未来へステップ”

富士山部部長: 久保田康正（伊東クラブ）
“みんなで参加！ みんなで奉仕！”

40th
Anniversary

今月の聖句
目はからだのあかりである。だから、あなたの目が澄んでおれば、全身も明るいだ
ろう。しかしあなたの目が悪ければ、全身も暗いだろう。だから、もしあなたの内
なる光が暗ければ、その暗さは、どんなであろう。
マタイによる福音書 第６章 第 22 節～第 23 節

5 月例会プログラム 第 477 回
日 時･･･5 月 9 日(月)18：30～21：00
会 場･･･暖香園 ル・オール会議室
受 付･･･野村慶和君
司 会･･･勝又秀仁君
・点 鐘
会長
・開会の言葉
・ワイズの信条
・ワイズソング
・会長挨拶
会長
・ゲスト・ビジター紹介
会長
・書記報告
書記
・誕生・結婚祝
・食事(食前の感謝)
・スマイル
・委員会報告
・卓話
・私のコーナー
・出席率・スマイル報告
・閉会の言葉
・点 鐘
会長

Congratulations！
5 月お誕生日

榎本 博君
梅原敬二君
山田光彦君
一
同
榎本 博君
榎本 博君
内山雅裕君
親睦委員会
田辺寛司君
親睦委員会
各委員会
篠原 憲氏
飯田 進君
担当委員会
山本 健君
榎本 博君

該当者なし

メネット
１７日 杉本葉子さん
３０日 菊間治代さん

5 月結婚記念日
６日
２７日
３１日

稲葉富士憲君
及川泰広君
菊間利夫君

例会日時：毎月第２月曜日 18：30～21：00 例会場：伊東暖香園ル・オール会議室 TEL：0557-37-0011
クラブ事務所：〒414-0033 静岡県伊東市馬場町１丁目１番２号(YMCA 伊東センター)TEL：0557-36-2442

DBC 彦根シャトークラブ
お花見例会に参加して
親睦委員

野村 慶和

4 月になりますと季節がら日本列島は入学式と桜開花宣言
のニュース一色になる折、訪問のきっかけは、彦根シャト
ークラブとの DBC 締結後はや 20 年を迎え、昨年 11 月には
暖香園ホテルで伊東クラブ 40 周年記念例会を、また「マ
リンタウン」にて開催されました第 38 回富士山部部会に
も数多くのメンバーが来東しともに祝いました。
今回花見例会のお誘いがあり、有志の参加を募り親睦を深
めようと行くことになった次第です。
4 月 9 日当日は暖かく天気もいい一日となり榎本会長の車
で梅原敬二 Y’s、堀口正作 Y’s、鈴木敦 Y’s と私野村の
5 名で午前 11 時に出発となり一路伊豆中央道、沼津 IC よ
り新党名に入り駿河湾パーキングでちょうど 12 時。休憩
のころあいでしたが混雑していたため通過。山あいの景色
やトンネルの多さに旧東名高速の方が良かったかななど
と話しつつ彦根へと向かいました。
彦根 IC を下りほぼ定宿となっているアパホテル彦根南（旧
サザンビレッジ）には午後 4 時に無事到着。途中彦根城内
堀の桜を車窓から眺め「伊東より 1 週間ほど遅いなぁ」と
意見が一致。チェックイン後、午後 5 時半には河口会長と
正村書記が 2 台で迎えに来てくれました。
お花見は第 2 例会とのこと。田上 Y’s が経営するちゃん
こ蔵馬へつきますとすでに集まっているメンバーがあり
午後 6 時開演となり 20 数名にて鍋をかこみ、おいしい酒
をいっぱい呑み楽しいひと時をすごしました。その後二次
会ということで街へ。会場のドアを開けるとそこにはブラ
ックシャトー（彦根シャトークラブのバンド）のメンバー
も多い中、カラオケのやまぬ時が過ぎ親睦を深めた楽しい
一日でした。
翌 10 日も天気は良好、朝食後有志にて彦根城お堀の桜見
学へ出かけ登城は何度も行っているので取りやめにし、い
ろは松より屋形船乗船場を通り、玄宮園、楽々園そして金
亀公園を散策。日曜日とあって、お堀端にブルーシートを
敷き酒や弁当を飲食している家族連れが多くみられ、また
桜の花びらも散らずちょうど満開、とても綺麗でした。そ
の後昼食を彦根シャトーメンバー7 名と近江牛焼肉。お酒
もいただいて大満足。ここでお別れとなり我々は一路伊東
へと来た道を戻り午後 5 時には到着しました。
親睦を図ったお花見例会とても楽しい思い出となりまし
た。往復約 800km 運転でお疲れ様の榎本会長、また同行し
たメンバーの方々ご苦労様でした。（また皆で行きましょ
う！）

第 4 回 EMC セミナー
次期会長
飯島 唯志

4 月 21 日(木)、暖香園ボウル中 2 階特別会議室にて、今年
度新入会員を対象とした EMC セミナーが開催されました。
7 月入会の浦頭 Y’s、山本 Y’s、11 月入会の菊間 Y’s、金子 Y’s、
2 月入会の鈴木幸枝 Y’s の 5 名、アンカーとして EMC 委員長
田辺 Y’s、そして榎本会長他執行部などから 6 名の出席で始
まりました。榎本会長の挨拶のあと改めて今期の新入会員
より自己紹介などからはじめ、例会などで耳にするいわゆ
る「ワイズ用語」からなじんでもらおうと、ざっとした説
明や、疑問に思っていることなどをかたり、それについて
メンバーから説明を受けたりしました。スマイルってな
に？から始まりその実施方法などに話が及び我々も改めて
整理し考え直す機会が必要なのかな？とも感じました。
また、広報活動をもっと強化できないもんなの？PR 動画
や、SNS の活用をもっとしてたら効果があるんじゃないだ
ろうか？新入会時に簡単でも用語などの説明などが都度あ
ると良いんじゃないかと思う、など新入会メンバー側から
もちょっと思ったことや、疑問点などをあげてもらい活発
な話し合いが出来たように思います。
参加者の皆さん、お疲れ様でした。

松川おそうじ大合戦に
参加して
CS・ドッジボール委員長
杉本 隆夫

さる 4 月 24 日(日)午前 9:00 より、第 11 回松川おそうじ
大合戦 2016 春の陣が開催されました。藤の広場において
出陣式が行われ、市内各団体の紹介に続きそれぞれの団体
の代表者より参加人員発表が行われ、また、松川おそうじ
大合戦に対しての意気込みというか決意を発表し、伊東の
大切な観光資源の松川をきれいにするぞとの掛け声高らか
にそれぞれの担当持ち場へと向かいおそうじ大合戦の幕が
切って落とされた。
我が伊東ワイズメンズクラブは三島信用金庫さん、静岡県
土木事業所さんについて 9 名の参加をもって松まち会に協
力する事ができました。

今年の清掃場所は
藤の広場より河口に
向けて海へと向かっ
ていく担当となり、一
般ごみの袋、ビンの
袋、缶の袋と各自が持
ちいっせいに清掃に
入りましたが、河口付
近は海からの漂流物が数多く、ビンや缶に比べると一般の
ごみがあまりにも多く各自の持っていた一般ごみの袋の
すべてが一杯になってしまったというような状況で、最終
的に藤の広場にごみを集め、分別用に袋を持って行ったに
もかかわらず入りきらない一般ごみと結局は一緒になっ
てしまったこともあり分別のし直し。最終的に合計で 2ｔ
トラック 2 台分のごみを収集しました。
伊東ワイズメンズクラブも伊東の街を少しでもきれいに
するお手伝いが出来、ゴールデンウィークから夏の行楽本
番に向け多くの観光客の方々をきれいになった松川、きれ
いな伊東にむかいいれる準備ができたことは良かったと
思いました。当日参加してくれたメンバーの皆様、大変あ
りがとうございました。

親睦委員会より
第 19 回東日本区大会に合わせる形で親睦旅行を開催し
ます。先月の例会にて申込者の確認を行い、20 名の参加を
確認しております。日程としては東日本区大会に準ずるも
のになりますが、伊東からバスをチャーターして現地へ向
かいますので、ぜひともメンバー間の親睦を深めてもらい
楽しい旅行にしたく思います。
【日 程】6 月 4 日(土)～5 日(日)
【場 所】長野市若里市民文化ホール（大会会場）
行程表など詳細は 5 月例会にて配布いたします。
～

富士山部より ～
東日本区大会当日 BF 代表を我が富士山部でおもてなし
することとなりました。つきましては伊東クラブにて、5
日の大会終了後から BF 代表のクリスチャン・グリーン・
イノストロザさん（お名前間違いあったら申し訳ありませ
ん！）が帰路同行いたしますのでメンバーの皆さんよろし
くお願い致します。

第 19 回東日本区大会のお知らせ
「ワイズにひかれ善光寺～原点に立ち未来の扉を開こう」
6 月 4 日(土)～5 日(日)の日程で第 19 回東日本区大会が
開催されます。ホストクラブは長野クラブです。若干トラ
ブルがあり、大会要項などお手元に届いていないメンバー
もおりますので、改めてお知らせいたします。
開会日時 6 月 4 日(土) 12 時 45 分～
会
場 長野市若里市民文化ホール(式典)
ホテルメルパルク NAGANO（晩餐会）

運営委員会だより
4/24(日) － CS・ドッジボール委員会より
松川おそうじ大合戦！2016 春の陣参加 出席 8 名
御礼状・写真が届きました
5/14(土)
東京グリーンクラブ「神田川船の会」開催
登録料 3,500 円 出席予定：榎本、内山、梅原、浦頭、
金子、勝又、齋藤、佐藤、菅野、鈴木幸、田辺、野村、
堀口 雨天決行（雨具持参）
5/22(日) － 富士山部より
第 3 回富士山部役員会・評議会 於：富士市ロゼシアター
受付：12:30～ 役員会 13:00～ 評議会 13:30～
出席：榎本、梅原、佐藤、内山
次期役員研修会 受付 15:00～ 開会 15:15～
出席：飯島、稲葉、佐藤
5/27(金) － 執行部・次期執行部より
合同運営委員会 於：YMCA 伊東センター 19:00～
5/28(土)
(仮)石巻広域ワイズメンズクラブ チャーターナイト
於：石巻グランドホテル 14:00～
5/29(日)
御殿場クラブ 30 周年記念例会 登録者：13 名
於：YMCA 東山荘 受付 9:30～ 開会：10:00～
懇親会：12:30～
5/29(日) － CS・ドッジボール委員会より
第 20 回「ごみゼロ運動」開催 亀石峠清掃
御殿場出席組以外で参加 5 月例会時に調整します
6/4(土)～5(日)
第 19 回東日本区大会（長野市若里市民文化ホール）
親睦旅行を兼ねて実施します
東日本区より
熊本大震災支援募金協力のお願い 期限設定なし
CS 写真コンクール作品応募済み
インビテーションキャンペーン集計報告 5/5 まで
十勝クラブより
アスパラガス販売の案内（中村農場）
【訃報】
熱海グローリークラブ 勝木吉夫 Y’s がご逝去されまし
た。お悔やみ申し上げます。

例会だより
第４７６回４月例会は斉藤 Y`s のノリの良い司会で始ま
りました。開会の言葉を稲葉 Y`s が務めワイズの信条を正
木 Y`s のもとで唱和しワイズソングを歌い会長の挨拶と続
きました。
榎本会長は任期があと２か月となり名残惜しいと感慨を
述べ、彦根シャトウクラブのお花見例会の思い出話に花を
咲かせ彦根の河口会長との会話のなかで会員増強の大切
さ、書記の大切さを感じたと感想を述べられました。
ゲスト、ビジターの紹介後、書記報告が行われ結婚・誕
生祝いを浦頭 Y`s が行いました。誕生日は会員が３名、メ
ネット１名で結婚記念日は会員２名で梅原 Y`s と田辺 Y`s
が４月２日と同じ記念日でした。食前の感謝を杉本 Y`s が
行い会食となりました。
スマイルの後、委員会報告があり次期飯島会長より各委
員会の担当メンバーの紹介が行われました。また鈴木 Y`ｓ
より４０周年記念事業の収支報告が行われました。
今月は EMC セミナーではなく EMC アワーが企画され田辺
委員長のリードでワイズで使われる言葉の説明、ワイズの
起源や歴史が語られ日本での第１回国際大会が熱海で催さ
れ１０００名以上の参加あるも伊東からはまだ参加がなく
第２回は 1988 年に京都で開催され 2148 名参加で伊東から
5 名が参加した事が語られました。また過去にワイズに貢
献した方々の業績を伝え、奈良傳賞について解説されまし
た。さらに入会動機の話題ふれ、はじめは誰も YMCA 等の内
容を知らなかった事などを披歴しました。
質疑で梅原 Y`s より女性会員が増えるなかで「メンズ」ク
ラブのままで良いのかと問題の提起がありました。
スマイル 3 万 1000 円、出席率 96％の報告後閉会の言葉
は山田 Y`s が務め閉会に至りました。
記 飯田 進

5 月例会卓話者紹介
郷土史家 篠原 憲先生
紹介者 久保田康正君
群馬県出身 東京農大卒業
演題「竹の内村の開発と失われた地名」

他クラブ訪問記録
4/20(水)
下田 3 名
飯島唯志君、堀口正作君、牛田俊夫君
4/27(水)
熱海 G※・熱海合同例会 5 名
久保田康正君、牛田俊夫君、榎本博君、山田光彦君
勝又秀仁君 （※はホスト）

在籍者
功労会員
広義会員
療養会員
出席者
メネット

４月例会報告
27 名 コメット
名 ゲスト
1 名 ビジター
名 メーキャップ
25 名 出席者総数
名 出席率
４月修正出席率
100％

名
5名
名
1名
30 名
96％

当月
当月
当月
当月

第４７８回６月例会予告
と
き
６月１３日(月)
受
付
菅野政典君
司
会
久保田康正君
開会の言葉
齋藤福男君
ワイズの信条
安藤真範君
食前の感謝
野村慶和君
閉会の言葉
牛田俊夫君
スマイル報告
東日本区・富士山部
31000 円 累計 313000 円
5/22(日)
第 3 回役員会・評議会
ＹＭＣＡ基金
円 累計
円 富士市ロゼシアター
ＢＦ基金(切手)
熱海ＹＭＣＡ報告
kg 累計
kg 5/14(木)
熱海 YMCA 総会
ＢＦ現金
pt 累計
pt

会報委員会 委員長：飯島唯志 副委員長：正木 薫 委員：飯田 進・及川泰広・堀口正作 TEL0557-37-7328 FAX0557-32-2688
会長宅 〒414-0055 伊東市岡 1291-46 TEL：0557-38-5511 FAX：0557-38-5567 e:mail:ascot@purple.plala.or.jp

