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【 みんなで 輪、話、和 】 Together with all “Circle,Talking,Fellowship ”
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

CHARTERED
OCT.４.１９７６

国際会長: Henry Grindheim（ノルウェー）
“Let Us Walk in the Light – Together”
アジア会長: Tung Ming Hsiao（台湾）
“Respect Y’s Movement”
東日本区理事: 栗本 治郎（熱海クラブ）
“広げよう ワイズの仲間”
富士山部部長:加藤 博（熱海グローリークラブ）
“生き活き仲良し 富士山倶楽部”
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今月の聖句

あなたがたが、わたしから学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たことは、こ
れを実行しなさい。そうすれば、平和の神が、あなたがたと共にいますであろう。
ピリピ人への手紙 第４章 第９節

卓話者の野田清美氏にお礼を手渡す齋藤会長
第 501 回 5 月例会

日
会
受
司

時･･･5 月 14 日(月)18：30～21:00
場･･･暖香園 ル・オール会議室
付･･･安藤真範君
会･･･榎本 博君

・開会の言葉
・ワイズの信条
・ワイズソング
・会長挨拶
・ゲスト・ビジター紹介
・誕生・結婚祝い
・書記報告
・委員会報告
・食前の感謝
・スマイル
・私のコーナー
・出席率・スマイル報告
・閉会の言葉

会長
会長
書記

梅原敬二君
山田光彦君
一
同
齋藤福男君
齋藤福男君
親睦委員会
内山雅裕君
各委員会
堀口正作君
親睦委員会
浅倉秀行君
担当委員会
勝又秀仁君

5 月お誕生日
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
稲葉富士憲君
27 日
及川泰広君
31 日
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

伊豆ジオパーク認定！！

化・複合遺産などの保護保全を永続的に行うものですが、
同じくユネスコが支援しているジオパークは地球活動
によって造られた大地の保護保全だけでなく、それを利
用してきた人間・地域などとの関わり具合も対象となり
ます。
現在、日本ジオパークには２５、その中から５つが世界
ジオパーク（全９２）として認定を受けています。

「ここで伊東市エリアを少しだけ紹介します！」
伊東エリア最大のスコリア丘で 360°のパノラマ体験！

国連教育科学文化機関（ユネスコ）は 4 月 17 日、
静岡県の伊豆半島を「世界ジオパーク」に認定。世界ジ
オパークは、学術的に重要な地形や地質を備えた自然公
園。日本では洞爺湖有珠山（北海道）、糸魚川（新潟）
などに続き九地域目の認定となる。
伊豆半島は太平洋にあった火山島が約 60 万年前、本州
に衝突してできた。度重なる地殻変動や火山活動で形成
された変化に富む地形が特徴で、2012 年に国内版の「日
本ジオパーク」に認定されていた。
ユネスコの専門評議会は書面や現地視察による審査を
通じて世界的な価値を認め、今年 3 月に認定を勧告。今
回、パリで開かれた執行委員会で認定が承認された。
伊豆半島は 2015 年にも審査を受けたが、世界的価値の
裏付け不足などを理由に、認定が見送られていた。
世界ジオパークはもともとユネスコの支援を受けた民
間団体が審査を担当していたが、15 年 11 月にユネスコ
の正式事業になった。正式事業となってからの認定は、
日本では伊豆半島が初めて。
2 度目の挑戦で念願の世界認定をつかんだ。伊豆半島ジ
オパークの世界ジオパーク入りが決まった 17 日、2015
年に保留された悔しさをバネに認定を目指してきた地
元関係者たちの間に、歓喜の輪が広がった。

静岡県景観賞で優秀賞を受賞した大室山は、伊豆高原の
シンボルとも言える美しい山です。伊東駅からバスで約
40 分でふもとにつきます。リフトに乗って、山頂に登れ
ます。およそ 3700 年前の噴火のときに、流れ出した溶
岩が、伊豆高原の豊かな自然を作り出しました。粘り気
の少ないマグマが固まってできた軽石が降り積もり、ス
コリア丘となり、プリン型の大室山をつくりました。こ
の美しい姿は、沖合いを通る船の標となり、願い事を聞
いてくださる優しい神の山として慕われています。
周囲 1000m、深さ 70m の大きな噴火口を周るお鉢巡りで
は、360°の展望がひらけています。伊豆諸島から天城
連山、富士山、天気がよければ南アルプスまで見ること
ができます。

「そもそもジオパークってなに？」

大室山をリフトで登り、右手にお鉢をまわると、5 体の
お地蔵さまが並んでいます。約 300 年前、神奈川県足柄
下郡の村の娘さんが 9 歳で身ごもり、その安産祈願を大
室山浅間神社でしたところ、無事に安産したのでお礼に
安置されました。五智如来地蔵尊です。お地蔵さまの穏
やかな表情を見ているだけでも癒されますよ。

ジオとは、大地・地球のことで、大地を感じる公園と言
えます。ユネスコが認定している世界遺産は自然・文

～安産祈願にご利益ありのお地蔵さま～

～溶岩が作り出した「柱状節理」は必見！～

ワイズメンの独り言

直前会長

大室山から流れ出た溶岩が相模湾に入り込んでできた、
城ヶ崎海岸は変化に富み、目を楽しませてくれます。溶
岩が冷えて固まるときに体積が収縮してできる角柱状
の割れ目は、「柱状節理」と呼ばれ、縦にすっくと切り
立った岩が独特です。
海岸までは、JR 城ヶ崎海岸駅から歩いて約 25 分です。

「最後に」
魅力たっぷりのジオパークへのアクセス
火山がたくさんある半島には、温泉がたくさん湧いてい
ます。ぜひ、日帰り、お泊まりもおすすめです。海の幸
も楽しめます。金目鯛は名物です。夏は、ダイビングな
どのマリンスポーツができ、多種多様な魚たちなどジオ
の恵みを満喫できます。
電車：東京駅から特急踊り子号で、約 2 時間。伊豆高原
駅下車。大室山へはバスで約 40 分。城ヶ崎海岸へは、
城ヶ崎海岸駅から、歩いて約 25 分。
起伏にとんだ地形なので、あちこち巡るには車がおすす
めです。

飯島唯志

皆さんはご存知でしょうか？
北半球冬の星座と言って誰もが思い浮かべるオリオン
座。その右肩に当たる 1 等星ベテルギウスの終末が迫っ
ていることを。
地球から約 642 光年のかなたにある赤い星。赤色超巨星
といわれるベテルギウスは現在太陽の 1000 倍もの大き
さに膨張しているそうです。星の最後というものは様々
あり、ベテルギウスのような星は超新星爆発というもの
をおこして終焉を迎えるといわれています。もしも、ベ
テルギウスが超新星爆発を起こしたら…。1054 年、かに
星雲のもととなった星が超新星爆発を起こした時には
藤原定家によって明月記に記録されているほどですが、
観測技術の優れた現在においてはより詳細な記録が残
されることでしょう。一説では（季節によって昼か夜か
に分かれますが）半月ほどの明るさをもって肉眼で確認
できるほどの光が昼夜確認できるであろうといわれて
います。76 年周期でやってくるハレー彗星が 1986 年、
シューメーカー・レヴィ第 9 彗星が木星へ衝突するとい
う一大イベントが起こったのが 1994 年。そして至近距
離といってもいいベテルギウスの超新星爆発がいつ起
こって不思議じゃないという現在。空を見上げるのはい
つも楽しいですよ。
2003 年 5 月 9 日、地球から小惑星イトカワへサンプルリ
ターンのために出発したはやぶさ、そして 2018 年半ば
には小惑星リュウグウへたどり着くはやぶさ２へ思い
をはせつつ…。

次期役員

プルタブ・エコキャップ寄贈

前回も載せましたが、全ての委員会の委員長が出揃ったので再度発表をさせ
ていただきます。

会長
Ａ副会長
Ｃ副会長
副書記
会計監査
５月９日(水)に菊間 CS 委員長始め、齋藤会長、久保田
Y’s が社会福祉センターにて、毎年行っているプルタ
ブ・エコキャップの寄贈を行ないました。
今年度は、エコキャップ１１９．４９kg プルタブ１９．
７４kg。
ここ５年間の総重量、エコキャップ８３６㎏、プルタブ
２８３kg に及びます。

山田 光彦君
直前会長
梅原 敬二君
Ｂ副会長
久保田康正君
書記
榎本 博君
会計
野村 慶和君
幹事
堀口 正作君
プログラムドライバー委員長
会報・ＩＴ・広報委員長
親睦委員長
ＹＭＣＡ青少年事業委員長
ＢＦ・ＩＢＣ委員長
ＣＳ委員長
ＥＭＣ・会員選考・訪問委員長
文献管理・会則研究委員長

齋藤 福男君
鈴木 敦君
金子 正樹君
山本 健君
榎本 博君
杉本 隆夫君
牛田 俊夫君
稲葉富士憲君
内山 雅裕君
浅倉 秀行君
佐藤 諭君
菊間 利夫君
野村 慶和君
堀口 正作君

運営委員会だより
4/15(日)
第 15 回松川おそうじ大作戦！～2018 春の陣～
9：00～12：00 ＊中止となりました。
4/20(金) 富士山部 後期活動報告書 提出済み。
5/12(土) 富士五湖 15 周年記念例会。
参加者：会長、榎本、久保田
5/12(土) 第 21 回東日本区大会「スタッフ事前説明会」
9：00～12：00
場所：ふじのくに千本松フォーラム「プラザヴェルデ」
5/13(日) 第 3 回富士山部役員会/評議会
13：00～役員会 13：50～評議会
役員会：会長、久保田 評議会：内山、牛田、佐藤
5/27(日) 亀石ゴミゼロ運動クリーン作戦
5/29(火) 新旧合同運営委員会 開催予定
6/2(土) 6/3(日) 第 21 回東日本区大会
場所：ふじのくに千本松フォーラム「プラザヴェルデ」
6/1(金) 東日本区理事杯ゴルフコンペ
参加者：会長、梅原、佐藤、榎本、久保田、内山
3/30(金) 準備 1 次期運営委員会 開催：次期役員の決定
5/13(日) 次年度富士山部役員研修会
場所：ニューウエルサンピア沼津
2Ｆ会議室 15：00～17：00
6/23(土) 第 1 回富士山部役員会
場所：熱海ＹＭＣＡセンター 17：00～
みんなのＣＳ写真コンテスト 提出済み 飯島 Y’s

例会だより
4 月例会は第 500 回の節目の例会はいつもと変わらず会
長点鐘から始まる。開会の言葉を鈴木敦 Y’s。榎本ワイ
ズのワイズの信条。その後一同でワイズソングを歌いま
した。会長あいさつ後に６人のゲストビジターの紹介
下田クラブから 3 名、沼津クラブ 2 名,卓話者 1 名。
誕生・結婚祝いでは佐藤 Y’s 梅原 Y’s 牛田 Y’s メネ
ットでは勝又 Y’s。結婚記念日は、
田辺 Y’s と梅原 Y’s
梅原 Y’s の言葉の中で「ここまで来るのに山あり谷あ
り。なんとかここまで来れた。これからも奥様を大切し
て行きたい。」と重みのあるお言葉。
その後は牛田 Y’s の食前の感謝で食事スタート。
スマイル後には沼津クラブの渡邉会長、泉 Y’s より東
日本区大会の告知等がありました。卓話のコーナーでは
野田清美氏による「別荘ものがたり」大正時代から昭和
の時代にかけて朝日町(現在の銀座元町)には多くの著
名人の別荘があったというお話し。８名の著名人の紹介
がありました。私のコーナーでは浦頭 Y’s がメンバー1
人 1 人の特徴を捉えながら終始笑いが絶えないコーナー
になりました。出席率 96％。スマイルは 36,000 円。
最後は菊間 Y’s の閉会の言葉で終了しました。

お知らせ

第２１回東日本区大会
6 月 2 日(土)
開会式・東日本区アワー・記念講演・晩餐会
フェローシップアワー
6 月 3 日(日)
聖日礼拝・東日本区アワー・表彰・理事・役員引
継式・閉会式・エクスカーション

他クラブ訪問記録
4 月 18 日(水)
【下田クラブ】 飯島唯志君・堀口正作君・牛田俊夫君
4 月 25 日(水)
【熱海Ｇクラブ】
久保田康正君・榎本 博君・浅倉秀行君(メ)

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
28 名 コメット
0 名 ゲスト
3 名 ビジター
0 名 メーキャップ
23 名 出席者総数
0 名 出席率
3 月修正出席率
100％

第 502 回
と
き
受
付
司
会
開会の言葉
ワイズの信条
食前の感謝
閉会の言葉

6 月例会予告
6 月 11 日(月)
勝又秀仁君
山本 健君
飯島唯志君
安藤真範君
野村慶和君
牛田俊夫君

スマイル報告
0名
1名
3名
0名
27 名
96％

当月
当月
当月
当月

36000 円 累計 350000 円
ＹＭＣＡ基金
円
累計
円
ＢＦ基金(切手)
kg
累計
kg
ＢＦ現金
pt
累計
pt

連絡事項
新入会員への
サポート等
お願いします。
熱海ＹＭＣＡ報告

会報委員会 委員長：勝又秀仁 副委員長：飯島唯志 委員：牛田俊夫・浅倉秀行・山本健 TEL0557-45-3675 FAX0557-54-5700
会長宅 〒414-0043 伊東市新井 2-10-11 TEL：0557-36-0682 FAX：0557-35-9282 e-mail: info@touken-izu.jp

