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２００５年度

伊東ワイズメンズクラブ

ＣＨＡＲＴＥＲＥＤ
ＯＣＴ,４,１９７６

３月号会報

“ ＴＯ ＡＣＫＮＯＷＬＥＤＧＥ ＴＨＥ ＤＵＴＹ ＴＨＡＴ ＡＣＣＯＭＰＡＮＩＥＳ ＥＶＥＲＹ ＲＩＧＨＴ ” （Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｍｏｔｔｏ）

＊会長主題“まず自分が楽しく、そしてワイズも楽しく”“To make me happy is to make Y's
会
長 末吉逸男
直前会長 佐野 淳
次期会長 野村慶和

Ａ副会長 牛田 俊夫
Ｂ副会長 宮本 敏一
Ｃ副会長 久保田康正

書 記 稲葉富士憲
会 計 浜野 健治
副書記 山 田 誠

happy”

幹事 久保田康正

２００６ ＹＭＣＡスキー教室

今月の聖句
試みる者がきて言った、「もしもあなたが神の
子であるなら、これらの石がパンになるように
命じてごらんなさい」イエスは答えて言われた
『人はパンだけで生きるものではなく、神の口
から出る一つ一つの言で生きるものである』
マタイによる福音書 第４章 第３節～第４節

３月誕生日おめでとう
１５日 泉 忠明君

２１日 梅原敬二君

３０日 鈴木 敦君
メネット
２７日 植松亮江さん

３月結婚記念日おめでとう
６日 井手智典君

１３日 久保田康正君

１５日 鈴木章弘君

１９日 榎本 博君

２１日 堀崎龍夫君

２２日 宮本敏一君

２月例会報告
メネット
出席率

在籍者

０名
９１％

スマイル報告
スマイル累計

３月例会プログラム 第３５５回
と き：３月１３日（月）６:３０ｐｍ～９:００ｐｍ
ところ：暖香園 ル・オール会議室
受 付 橋場 徹君・鈴木章弘君
〃 （ビジター） 飯田 進君
司 会 井手智典君
＊開会の言葉
山田
誠君
＊ワイズの信条
佐藤
諭君
＊ワイズソング
一
同
＊会長挨拶
末吉逸男君
＊誕生・結婚祝
親睦委員会
＊食事〈食前の感謝〉
戸田忠春君
＊スマイル
親睦委員会
＊委員会報告
各 委 員 会
＊卓話
川奈ホテル社長 丸 山貴生 先生
＊私のコーナー
堀口正作君
＊出席率・スマイル報告
担当委員会
＊閉会の言葉
塩谷
浩君

３７名（シニア１名）

コメット
メーキャップ

０名

出席者

シニア

名

１名 修正出席率

３９,０００円 ＹＭＣＡ基金
２８５,０００円 ＹＭＣＡ基金累計

３３名

ゲスト

出席者総数
０名

ビジター

３６名
２名

９４％ ＢＦ現金

３５,０００Ｐｔ

１,１００円 ＢＦ切手

Ｐｔ

９５,０００円 ＢＦ累計

１７６,０００Ｐｔ

＊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“求めるワイズから行動するワイズへ”“Be Y'smen in Deed not Y'smen in Need”

スキー教室感想文
南小学校６年 鈴木僚
ぼくは、ＹＭＣＡのスキー教室にいきました。スキー
教室では去年にもいっていたので、すべることにはなれ
ていました。室内では友達とゲームをやったり話をした
りしてすごしていました。スキーはすべっているときに
ちょっと体勢がくずれてこけたけど、すごくたのしかっ
たです。
南小学校６年 北條理沙
今年で３回目のＹＭＣＡのスキー旅行は、初めて友達
インストラクターによるスキー教室
２００６ＹＭＣＡスキー教室
開催地 サンメドウズ大泉・清里スキー場
開催日 平成１８年２月１８～１９日
参加者 一般子供 ５４名 コメット ３名
メネット １名 メンバー １２名 ＪｒＯＢ １名
総数７１名 受付担当 ５名

ＹＭＣＡスキー教室同行記

と４人で行きました。３回目なので去年よりは上手にす
べれて良かったです。友達とすべるのは、すごく楽しく
て、とちゅうのカフェテリアでの休けいは、すごくやす
らぎました。夜にみんなで学校の事や、来年行く中学の
事などを話したりして、けっきょく夜おそくまで起きて
いました。小学６年生なので来年からは、いそがしくて
ＹＭＣＡのスキーに来れないかもしれないのでいつも以
上に楽しめて良かったです。けれど来年もまたスキーに
来たいです。

ＹＭＣＡ青少年委員会 副委員長 稲葉信一
一路、清里スキー場に向ってバスは走っているが、
なかなか雪が見当たりません。甲府に入っても清里に
着いても雪は見えません。孫がどうしてスキーをする
のとの問にスキー場で皆んなでカキゴウリを作るのと
息子が答え笑いました。私達家族はバスの定員の都合
で榎本ワイズ親子の車に同乗させてもらいました。ス
キー場に着くと孫の不安も解消される見事なゲレンデ
が出来ていて、昼食後、皆一斉に滑り始めたが、私は
今回スキー教室の先生がどんな教え方をするのか見学
に当たりました。１グループ５～６人に分け利き足の
方にスキーをはかせ片足滑りから始め転び方、起き

少し滑れるようになりました

方、斜面の歩き方を教えている内に転んで起きれない
子供が出てきて、起こしてやると手を出してはダメ
だ・・との事。３時間もするとカルガモの親子の様に
一列になり滑ってリフトに向った。夕食後、子供にど
うしてスキー教室に参加したのと聞くと夏のキャン
プ、ドッジボール大会にも参加しており、このスキー
教室を楽しみにしていたと聞き、今後もワイズ活動に
益々精進していかなければとつくずく思う私でした。

３月例会には年賀４等の
切手シールを忘れずに。
思うようにいきません
＊東日本区理事主題“親睦・奉仕 新しいワイズダムのすすめ”“Friendship and Service for a New Wave in Y'sdom”

＊ ア ジ ア 会 長 主 題 “ 行 動 す る リ ー ダ ー に な ろ う ”“ L e a d

b y Yo u r A c t i o n ”

宇佐美小学校４年 渡部 楽
「楽しかったスキー」
ぼくはＹＭＣＡのスキーに行きました。ぼくはこれ
で二回目のスキーになります。朝早くバスに乗って、
山梨のほうのスキー場へむかいました。そして、スキ
ー場につくとそこは、いちめん真っ白でした。その
後、すぐにおべんとうを食べてスキーをしに行きまし
た。スキーは友達とすべりました。ひさしぶりにスキ
ーをしたので最初はうまくすべられるか心配でした
が、すぐにうまくすべられるようになりました。その
後、このスキー場の一番高いコースからすべりまし
た。この時はそんなに心配がなく、ビュービューすべ
られました。この後も数回すべりました。夜は、いろ
いろ友達といっぱい遊びました。次の日はまた、スキ
ーをしました。きのうよりこぶが大きくなっていたの

ガンバレ
ＹＭＣＡ伊東センター 所長 山田 誠

でこぶをすべるのが好きになりました。ほかのところ

２００６スキー教室も無事終了致しました。皆様方

をすべるのも楽しくなってきました。ＹＭＣＡのスキ

のご協力を心から感謝致します。センター所長を拝

ーはおわってしまったけど、来年のＹＭＣＡのスキー

命して早や４年が経ちました。当初はＪｒリーダー

にまた行きたいです。

会中心の各事業が展開されていましたが、Ｊｒリー
ダー会を構成する会員はワイズメンのコメットが中
心で、その仲間達から成り立っていました。しかし
この頃よりコメットが成長していき最大では４０人
程のリーダー会も１０人程度となっていました。
従って何の事業をするにも人集めに困窮しだしたと
ころでした。そういう状況の中でキャンプ参加者や
スキー参加者の募集方法を変えることによりこの問
題は解消されていった。しかしながらＪｒリーダー
育成という面においては一考の余地があり、この点
についてはセンターの役員会にて引き続き討議をし
ていく必要があるのではないか。４年間のＹＭＣＡ
事業は参加して下さった子供達やその父兄にＹＭＣ
Ａを理解していただけた部分がかなりあったものと

榎本君の個人指導？

思います。その結果今回のスキー教室に見られるよ
うにほとんどが一般参加で、その内の小学３年生が

旭小学校４年 森キムバリー
～２月１８日 スキーへ行ったこと～

２４人、４年生が１２人、５・６年生が各９人とい
う構成で父兄はどなたも参加されなかった。ＹＭＣ

わたしは、２月１８日に、もうしこみでスキーに行

Ａに任せていただけたと理解していいのではないで

きました。そして、さいしょはぜんぜんすべれなかっ

しょうか。ＹＭＣＡ伊東センターが地域に理解され

たけど、でも、スキー教室にはいってうまくなりまし

子供達の目線に立った事業を展開していくことが求

た。みんなもスキーがはじめできなかったそれで、お

められているのではないでしょうか。

かげでみんなもスキーがうまかったです。今日はいい
一日でした。楽しかったです。そして、わたしはスキ
ーに行って友だちができました。

３月例会後は懇親会を開催致します。
お車はなるべくひかえて下さい。

＊富士山部長主題 “ワイズ諸君！初心に還ろう！”
“Y'smen！Recall Begining Spirit”

▼ 出席第一・奉仕・時間厳守・親睦 ▼
運営委員会だより
※執行部、部、区よりの連絡報告協議事項
＊３月１８日（土）御殿場クラブ２０周年記念式典が東山
荘にて開催されます。
１３時受付開始、登録費は１万円・メネット７千円
出席予定者８名
＊３月２８日（火）富士宮クラブ１０周年記念例会が例会
場のパテオンにて開催
登録費４千８百円（富士クラ
ブと合同例会） 出席予定者１０名
＊３月８日（水）午後６時より花八季にてメネット懇親会
を開催致します。
＊ボーイスカウトに助成金５万円を今月中に渡す予定
です。
＊ＢＦ現金送付は４月３０日迄です。納付金額は運営委員
会で検討致します。
＊３月５日川奈ホテルにて伊東ロータリークラブ５０周年
記念式典が開催され、会長が出席致しました。
※委員会タイム
＊プログラム・・・３月例会の卓話者は川奈ホテル社長の
丸山貴生氏です。
＊会報・・・３月号よりカラー印刷で発行致します。
＊親睦・・・東日本区大会参加者は現在２４名です。３月
の例会後は懇親会を行います。
＊ＹＭＣＡ青少年・・２月１８日・１９日に行われたスキ
ー教室は一般参加者(子供)５４名、コメット(大人)
１名、(子供)２名、メネット１名、リーダーＯＢ
１名、メンバー１２名 合計７１名 受付手伝い５名で
した。
＊ＢＦ・・・３月例会に年賀はがき４等収集の最終締切
です。
＊ＣＳ・・・５～６月に松川河川敷清掃を行う予定です。
＊ＩＢＣ・・４月１３日～１６日台湾新生クラブを訪問致
します。
＊ＥＭＣ会員選考訪問・・・第２回セミナーを３月２３日
に予定しております。
＊会則研究・・ＹＭＣＡ伊東センター規約を３月例会で配
布致します。
＊その他・・井手智典君が３月末日をもって退会となり
ます。次期の委員長が決定し発表されました。

他クラブ訪問記録
＊下 田クラブ（２月１５日・水曜日） ３人
小川幸一君、原
充君、山田 誠君
＊金沢八景ワイズメンズクラブ チャーターナイト
（２月２６日・日曜日） １人
田辺寛司君（メーキャップ）
＊会長宅 〒413-0232 伊東市八幡野１１２７－３４＊
ＴＥＬ：<０５５７> ５４－１６６９ ＦＡＸ：５４－１６３９

２月例会だより
２月例会は鈴木芳男君の司会で始まり、いつも元気な
榎本 博君の開会の言葉、冬のオリンピックが始まり毎
晩おそくまでテレビ観戦で寝不足？仕事にさしつかえる
ので皆様も気をつけて下さい・・・との事でした。会長
挨拶では、伊東クラブが毎年行っているドッジボール大
会に対し富士山部よりＣＳ助成金８万円が付きましたと
の事、又６月行われる第９回東日本区大会には、一人で
も多くのメンバーの参加をお願いしました。次期会長の
野村慶和君より次期役員の紹介が有りました。今年成人
されたコメットさんは、牛田俊夫君と佐藤 諭君のコメ
ットさんでした。記念品を贈りました。又堀崎龍夫君の
長男が結婚しましたのでクラブよりご祝儀を差し上げま
した。親睦委員会による誕生、結婚祝いと進み、小川幸
一君の食前の感謝の祈りで楽しい食事の時間となりまし
た。スマイル、委員会報告と進み、次は卓話の時間、今
月の卓話者はメンバーの山本昌輝君です。司法書士の立
場から登記所統廃合に伴う伊東市民の影響と対策に付い
て、又新会社法についても色々とわかりやすく話して下
さいました。私のコーナーでは井手智典君が自分の名前
は井手だが年賀状の４０％は井出（誤字）で送られて来
るそうです。又皮肉にも井出には有名人が多いなどとユ
ーモアたっぷり話してくれました。出席率、スマイル報
告と進み飯田進君の閉会の言葉で終了しました。
会報委員会 戸田忠春 記
卓話者プロフィール
丸山貴生先生
昭和２１年１月生まれ
早稲田大学卒業
国土計画 株式会社（現、株式会社 コクド）入社
㈱プリンスホテル 品川プリンスホテル、営業支配人
株式会社コクド 杉田ゴルフ場・新杉田ボウル支配人
同社 芝ゴルフ場・芝ボウリング場 杉田ゴルフ場
新杉田ボウル総支配人
同社 箱根・東海地区総支配人
同社 取締役 箱根・東海地区総支配人
株式会社 川奈ホテル代表取締役社長
演
題
１．戦後の経済発展とジェネレイション
昭和一桁世代、団塊世代、新人類世代、団塊ジュニア世代

２．戦後教育の失敗
３．平和意識の欠如
４．道徳心の欠如
＊＊＊ ４月１０日 第３５６回例会予告 ＊＊＊
受

付 石川 騰君
〃
原
充君
ビ ジ タ ー 鈴木芳男君
司
会 田辺篤志君
開会の言葉 堀田和宏君

ワイズの信条
食前の感謝
卓
話
私のコーナー
閉会の言葉

鈴木章弘君
堀口正作君
塩谷 浩君
鈴木 敦君

＊会報委員会 佐藤・鈴木(芳)・泉・戸田・山田＊
委員長ＴＥＬ：<0557> ４４－１５１２ (Ｆ)４５－０３８８

