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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 ”
会長主題 【 ともに考え、実行しよう 】 “ Think and Do it Together ”

“ TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT ”

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

国際会長: Joan Wilson（カナダ）
“Our Future Begins Today”
アジア会長: Tung Ming Hsiao（台湾）
“Respect Y's Movement”
東日本区理事: 利根川恵子（川越クラブ）
CHARTERED
OCT.4.1976

2016

“明日に向かって、今日動こう”

７

富士山部部長: 増田 隆（富士クラブ）
“富士山のように大きな心で奉仕をしよう”

Vol.479

今月の聖句
わたしたちは神のために力を合わせて働く者であり、
あなたがたは神の畑、神の建物なのです。
コリントの信徒への手紙（一）３章 9 節

第 40 代榎本 博会長から第 41 代飯島唯志次期会長へ

７月例会プログラム 第 479 回
日 時･･･７月 11 日(月)18：30～21：00
会 場･･･暖香園 ル・オール会議室（2 階）
受 付･･･浦頭
薫君・久保田康正君(ビジター)
司 会･･･鈴木
敦君
・点 鐘
会長 飯島 唯志君
・開会の言葉
堀口 正作君
・ワイズの信条
菅野 政典君
・ワイズソング
一
同
・会長挨拶
会長 飯島 唯志君
・ゲスト・ビジター紹介
会長 飯島 唯志君
・富士山部部長公式訪問挨拶 部長 増田
隆君
・書記報告
書記 稲葉富士憲君
・誕生・結婚祝
親睦委員会
・食事(食前の感謝)
内山 雅裕君
・富士山部各クラブ会長挨拶
各クラブ会長
・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
田辺 寛司君
・点 鐘
会長 飯島 唯志君
* 例会終了後 臨時総会 *

７月お誕生日
*お誕生日おめでとう*

１０日
１４日
２９日

斎藤 福男 君
久保田康正 君
及川 泰広 君

…メネット…
１５日 及川香穂里 さん
１８日 菅野 直美 さん

７月結婚記念日
*結婚記念日おめでとう*

１５日

菅野

政典 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

会長抱負
第 41 代会長

奈良傳賞を受賞して
堀口正作（第 13 代会長）

飯島唯志

2008 年 5 月に伊東ワイズメン
ズクラブに入会して、8 年。2016
年度第 41 代会長をつとめさせてい
ただきます、飯島です。よろしくお
願い致します。まずは前年の 40 周年記念例会には多く
のワイズメンの皆様に伊東にお越しいただき大変盛会に
行う事ができたこと感謝申し上げます。それを受けての
41 年目。
さて自分に何ができるのか？ワイズメンズクラ
ブとはなんなのか？伊東クラブはどうしたらよりよく進
んでいけるのか？等々…それを考えそして実行していく
のが私の会長としての目標だなと思い当り会長主題とし
て 「 と も に 考 え 、 実 行 し よ う 」「 Think and Do it
together!」とさせていただきました。ベテランの先輩方
の歴史・知識と若手のアイデアの融合で伊東ワイズメン
ズクラブの 41 歩目をどこにでも誇れる組織力・団結力
で「一緒に」歩んでいきたいと思っています。また、本
年度は彦根シャトークラブとの DBC 締結 20 周年の記
念の年でもあります。この 20 年の友誼と今後のさらな
る友誼を形にできるような記念の年にしたいと考えま
す。皆様の御協力を仰ぎっぱなしの 1 年間かと思います
が、どうぞよろしくお願い致します。

1 年半を振り返り
富士山部直前部長 久保田康正
2014 年 12 月木村部長のご逝去
にあたり一年半部長職を務める事
となり、1 年も 1 年半も同じだと引
き受けましたが現職のまとめと次
年度の準備が同時期に重なり、書記
の牛田君には大変な思いをさせすみませんでした。年 2
回の公式訪問・入会式での立合い・部会の開催・３クラ
ブの周年記念例会など思い出はたくさんあります。毎年
同じような部会では面白くないとの意見があり、伊東マ
リンタウンのオープンテラスで実施できないかと…榎本
会長・正木 Ys と相談し実施する運びとなり、ＤＢＣ彦
根シャトーの皆様にも参加を頂き盛大のうちに終わるこ
とが出来ました。３クラブの周年記念例会、各クラブの
特性を生かし奉仕の精神を前面に押出した構成ですばら
しい記念例会でした。伊東クラブは伊東市少年少女合唱
団への助成金の贈呈、５年ごとの周年記念事業として伊
東市青少年キャンプ場への管理棟の寄贈。富士宮クラブ
では市内小学３年生によるニジマスを育ててきた「ニジ
マス物語」、飼育したなかで苦労した事を発表されまし
た。御殿場クラブでは前夜祭も行われＩＢＣ・ＤＢＣ・
近隣クラブとの友好を深めた記念例会は、御殿場市主催
のつばきサッミトを東山荘中心に実施されるのを記念
し、つばきの苗木が寄贈されました。今年度は他部・他
クラブへ出かけることも多く、車中でワイズ談義をしな
がらの移動おおいに勉強になりました。富士山部の皆様
楽しい思い出をたくさんありがとうございました。最後
になりましたが、会長はじめ伊東クラブの皆様には大変
お世話になりありがとうございました。

先日は奈良傳賞を頂き、感激致し
ております。40 年の長い間、例会
無欠席が続けられたのは大した病
気も無く、私のわがままで時々ある会合などは日程を変
えてもらいました。これも、あれもワイズが好きで月 1
回の例会で皆に会え、顔を見ることが楽しみで気が付い
てみれば４０年という月日が経っておりました。その間、
大勢の人々との出会いがあり、それぞれの思い出もあり、
ワイズの良さを実感しております。ワイズのメンバーは
年齢が幅広く人生経験も豊富で、教わったり、教えたり
で楽しさも倍増します。我々ワイズメンは「皆兄弟」で
分け隔てなく付き合い、話し合い、行動し、ワイズライ
フをめいっぱい楽しもうではないでしょうか！「ワイズ
メンズクラブは永遠に不滅です」
（誰かの言葉）これから
も兄弟・姉妹仲良く、お付き合いをお願いし、怒ったり
怒られたり・笑ったり泣いたりしながら共に歩いて行こ
うではありませんか。

1 年を振り返り
直前会長 榎本 博
やたら喉が渇いた初例会でした。
今…振り返れば、全てがアッという
間の出来事です。会員増強を第１に
考え、皆様の協力を頂き、過去最低
のメンバー数でスタートした 2015
年度でしたが、チャーター以来、初となる女性会員を含
み５名の新入会員を迎えることができ、メンバーの皆様
には心より感謝申し上げます。組織力を必要とする伊東
クラブは、メンバー１人１人の理解と協力無くしては事
業・活動が行えません。伊東クラブは地域と行政に密着
し、高い評価を得ている事業が多く、やりがいもある反
面プレッシャーもストレスもある大変なクラブなだけ
に、何事も「一つ」にならなければ…と思い会長主題を
「すべては一つ」と掲げさせて頂きました。また富士山
部役員の選出・40 周年実行委員会の立ち上げもあり、例
年以上に兼務と事業が多くなる事が想定されておりまし
たので、事前に委員会の合併を議案提案し、以前の 12
委員会から現在の 7 委員会とさせて頂きました。しかし、
これも近い将来には元に戻せるようにしなくてはいけま
せん。その為にも会員増強に手を抜く事はできないので
す。また、リーダーシップトレーニングなどＥＭＣセミ
ナーの開催により、今後の伊東クラブを担う人材を育て
る事も重要となります。伊東クラブ 40 代会長として、
やりきれなかった事や、多くの反省もあります。これは
経験浅い私に免じてお許し頂きたく思います。メンバー
の皆様に支えられ１年を無事に乗り切ることが出来まし
た事、会長という素晴らしい経験をさせて頂いた事、本
当にありがとうございました。

第 19 回東日本区大会 ＋
親睦旅行に参加して 6/4・5
菊間利夫 2015 親睦委員
第 19 回東日本区大会に親睦旅
行を兼ねて行って来ました。伊東を
6：00 に出発。30 分も経たない
うちに車中は大騒ぎ。以前…「親睦
委員会は場を盛上げる事が大切だ」と斎藤委員長に聞き
ましたが、こういう事だったのでしょうか？（笑）12：
00 若里市民文化ホールに到着。オープニング・バナーセ
レモニー・東日本区アワーⅠと進み、我ら久保田富士山
部部長より富士山部各クラブの事業報告が行われまし
た。その後ホテルにチェックインし晩餐会会場へ向かい
ました。あれ？ここでも親睦委員長とは他クラブとの親
睦を中心に図らないといけないの？と疑問視（笑）楽し
い時間はあっという間で、二次会会場に移動し親睦会で
更に盛り上がったのでした。２日目の表彰式では「伊東
祭りだね」と言われるほどで榎本会長が何回登壇したか
数えきれませんでした。さらに堀口正作 Ys が東日本区
で最も栄誉のある奈良傅賞を受賞されました。おめでと
うございます！そしてさらに東日本区最優秀クラブ賞ま
でも受賞し記憶に残る最高の大会でした。引継式・利根
川次期理事よる所信表明が行われ大会は終了。バスに乗
込み親睦旅行のメインイベント＝サクランボ狩りへ。あ
れ？みんなお疲れモード？そんなはずはありません！サ
クランボを嫌というほど食べお土産を買い帰路へ。初め
て参加させて頂きましたが…とても良い思い出ができま
した。皆様お疲れ様でした。

★

ワイズメンの独り言

★

VOL,１
鈴木

敦（第 23 代会長）

鈴木 敦
22：30 の男
私は伊東にワイズメンズクラブ
を設立するので「君も入会しなさ
い！」と、半強制的に初代・２代会
長であった故稲葉栄三 Ys に誘わ
れ、まだ伊東に戻って２年目位で右も左も分からない時
に入会しました。ライオンズやロータリーと同じ奉仕団
体なのか…程度の知識しかありませんでしたが、最年少
メンバーとして皆さんから色々な事を学び今の私があり
ます。あれから 40 年、時代も変わりワイズ活動も変化
しながら今日に至っておりますが、小生にとっては非常
に研鑽を積む事が出来たと感じております。何はともあ
れ会員間の親睦が一番と義務的に参加するのではなく、
参加して自分が楽しめる様に心掛けてクラブ活動を続け
てきました。榎本直前会長のターゲット「すべては一つ」
はＹＭＣＡの標語に「みんなが一つとなるために」と言
う聖書の言葉に準じており、大変…伊東クラブを盛り上
げてくれました。今後も素敵な伊東ワイズメンズクラブ
であって欲しいと願っております。
※ＹＭＣＡ＝ヤングメンズ クリスチャン
アソシエイション＝キリスト教青年会。
1844 年イギリス･ロンドンでジョージ･ウィ
リアムズ青年により１２名にて誕生。産業革
命時代、青少年労働者が多数いて労働条件は苛酷で生活状況
は劣悪でした。こういう生活に溺れてはいけないとウィリア
ムズは思い、同じような考えを持つ仲間と共に自分達の生活
改善は精神的な改革から始めなければと考え、仲間と聖書を
読み・祈り・楽しく交わり・決して堅苦しくないグループを
作ったのがＹＭＣＡの始まりです。国際化・国際交流という
点で大きな貢献をしてきたパイオニアです。ちなみに…ＹＭ
ＣＡのＡで血縁とか利害関係でなく一つの理想とか目的に
賛同し共に協力しあうグループの事です。

第 19 回東日本区大会＋親睦旅行 in 長野

第 61 回伊東松川タライ乗り競走 参加
我が伊東クラブは５回目の出場を果たすも飯島会長にア
クシデント。連結されているはずの３号艇・４号艇は漂
流というお約束事の様な結果に終わった。応援に来てく
れたメンバー・加藤地域奉仕事業主査ありがと～ (^^)/

2016 年度 抱負
会報・ＩＴ・広報委員会
委員長：正木 薫
伊東クラブの主幹事業であるＹＭ
ＣＡキャンプ教室・ワイズ杯ドッジ
ボール大会・ＹＭＣＡスキー教室
や、学童軟式野球大会など、ワイズメンズクラブの活動
に対する理解を深める情報発信や、メンバー同士の交流
を更に深められるよう新しい取り組みも進めながら、Ｉ
ＢＣ/ＤＢＣの情報掲載、マスメディアへの情報提供、ク
ラブホームページ/メンバーカード等の更新、文献データ
の記録など、事業計画に基づき、飯島会長の主題である
「ともに考え、実行しよう！」を委員会で具現化してい
きたく思います。どうぞ宜しくお願い致します。

2016 年度 抱負
会報・ＩＴ・広報委員会
副委員長：鈴木幸枝
2016 年度スタートとなりました。
まだまだ右も左も分からずご迷惑を
お掛けする事も多いと存じますが、皆
様にご指導頂き、少しでもお役に立てるよう努力してま
いりたいと存じます。伊東クラブの各事業が更に発展す
る事に貢献できたら幸いです。また地域の方々にワイズ
メンズクラブの役割を PR し、このクラブの素晴らしさ
をお伝えできるようにしたいです。副委員長として伊東
ワイズメンズクラブを良く知りメンバーとの交流も深め
てまいりたいと思います。正木委員長はじめ委員会メン
バーと共に事業が無事に執り行えるよう頑張ります。

運営委員会だより

例会だより

【2016 年 7 月 1 日（金）19：00～ YMCA 伊東センター】

2015 年度榎本丸最終の 6 月例会が 6 月 13
日(月)定刻 6：30 に久保田康正 Ys の司会で始
まりました。榎本会長の開会点鐘、斉藤福男 Ys
の開会の挨拶、安藤真範 Ys のワイズの信条・
ワイズソングと続き、榎本会長最後の会長挨拶
では第 19 回東日本区長野大会では各種表彰で
伊東クラブと久保田富士山部関係の表彰が沢山
あり感謝の言葉と最後の理事表彰で伊東クラブ
が東日本区最優秀賞とワイズメンの個人賞での
東日本区最優秀賞である奈良傳賞を堀口正作
Ys が受賞しました。この二つの受賞に大変感動
して感謝の言葉を連呼しました。ゲスト・ビジ
ター紹介そして書記報告と日本区大会の各種表
彰状を各委員会に贈りました。誕生祝い・結婚
祝いの後、野村慶和 Ys による食前の感謝で会
食そして委員会報告では伊東市ゴミゼロ運動に
参加ご苦労様でした。スマイルでは表彰関係と
年間スマイル大賞の発表では久保田部長がダン
トツでした。6 月は定時総会の為に 8 時頃に例
会は終わり榎本会長最後の閉会点鐘。一年間を
振り返り鳴り響きました。定時総会では飯島次
期会長が 2016 年度のスローガン・事業方針を
語り、担当副会長により各委員会の事業計画の
発表があり、杉本次期会計より予算案が発表さ
れメンバー全員の承認で定時総会は終わりまし
た。現執行部と新執行部のバッジ交換と榎本会
長から飯島次期会長にギャベルの引継があり、
榎本丸は無事帰港できました。ご苦労様でした。
記：牛田

6/4(土)5(日)

第 19 回東日本区大会＋親睦旅行
長野市若里市民文化ホール 19 名参加
*最優秀クラブ賞受賞・その他多数受賞
*堀口正作君が奈良傳賞受賞

6/26(日)

ＹＭＣＡ伊東センター 清掃 2015 執行部

6/27(月)

ＹＭＣＡ青少年キャンプ教室 市に後援依頼

7/3(日)

第 61 回伊東松川タライ乗り競走参加
*飯島会長・稲葉 Ys・榎本 Ys・金子 Ys
*菊間 Ys・斎藤 Ys・鈴木幸 Ys・野村 Ys
*堀崎 Ys・堀口 Ys・正木 Ys

7/4(月)

市長表敬訪問・教育長訪問・市内メディア挨拶

7/11(月)

7 月例会 富士山部部長公式訪問
*例会終了後 臨時総会

7/17(日)

第 1 回富士山部役員会・評議会
*富士ロゼシアター
*飯島会長・野村Ｃ副会長・稲葉書記 出席

7/23(土)

新旧役員歓送迎会＆新入会員歓迎会
*サンテラスにて開催

7/31(日)

伊東青年会議所 創立 60 周年記念式典
*飯島会長出席 伊東ホテル聚楽

8/4(木)～7(日)

第 72 回ワイズメンズクラブ国際大会
*台湾台北にて開催

8/6(土)7(日)

ＹＭＣＡ青少年キャンプ教室開催
*伊東市青少年キャンプ場 180 名募集
第２回 運営委員会 ７月２９日（金）

お知らせ

★-第 19 回東日本区大会 受賞 一覧-★
●理事表彰
・東日本区奈良傳賞 堀口正作 Ys
・東日本区最優秀クラブ賞 伊東クラブ
●地域奉仕事業表彰
・ＣＳ活動特別賞 伊東クラブ
・一人あたりＡＳＦ献金貢献賞
1 位（￥1500-）伊東クラブ
・ＣＳ献金達成賞 ・ＡＳＦ献金達成賞
・ＦＦ献金達成賞 ・特別賞(献金実施)
・銅賞（達成賞） ・グランドスラム賞
●会員増強事業表彰 EMC-M 部門(会員増強)
・2 位（5 名）伊東クラブ
・新入会員獲得優秀賞 榎本 博 Ys

●会員増強事業表彰
●EMC-Ｃ部門（出席率）
・2 位(優秀賞)99％ 伊東クラブ
●国際・交流事業表彰
・ＢＦ部門 1 位（ＭＶP
（￥5500- 伊東クラブ）
（一人あたり献金 1 位）
・ＢＦ部門 銅賞（達成賞）
・ＴＯＦ部門 銅賞（達成賞）
・ＲＢＭ部門 2 位（金賞）
・銅賞（達成賞）

・7/11(月)7 月例会終了後 臨時総会
・7/11(月)*2015 年度 事業報告・決算報告
・7/11(月)*役員選考委員選挙
・クールビズについて…
7・8・9 月と翌年６月を期間とします
第４８０回８月例会予告
と
き・・・・・８月８日(月)
受
付・・・・・山本 健 君
司
会・・・・・堀崎龍夫 君
開会の言葉・・・・・菅野政典 君
ワイズの信条・・・・鈴木幸枝 君
食前の感謝・・・・・安藤真範 君
私のコーナー・・・・正木 薫 君
閉会の言葉・・・・・梅原敬二 君

他クラブ訪問記録
6/15(水)下田クラブ
6/15(水)下田クラブ

榎本 博君・久保田康正君・飯島唯志君
牛田俊夫君・堀口正作君

6/23(木)御殿場クラブ 久保田康正君・牛田俊夫君
前月例会報告
在籍会員
27 名 コメット
功労会員
0名 ゲ ス ト
広義会員
1 名 ビジター
療養会員
0 名 メーキャップ
出席会員
26 名 出席者総数
メネット
0名 出 席 率
前月修正出席率１００％

前月スマイル報告
0名
0名
4名
1名
29 名
96％

当月

38.000 円

累計

東日本区・富士山部より

433.000 円

ＹＭＣＡ基金
当月

0円

累計

0円

ＢＦ基金(切手)
当月

0kg

累計

熱海ＹＭＣＡより
0kg

ＢＦ現金
当月

会報委員会 委員長：正木 薫 副委員長：鈴木幸枝 委員：牛田俊夫・榎本
会長宅 〒414-0038 伊東市広野 3-4-23 TEL：0557-37-7328

0pt

累計

・熊本大震災
支援募金 協力のお願い

0pt

・7/7(木)理事/役員会
・ＹＭＣＡ維持会員の募集

博・堀崎龍夫 連絡先 080-1561-1448

FAX0557-38-8789

