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和 そして 動

＊会長主題

会
長 向井信男
直前会長 小川幸一
Ａ副会長 榎本 博
Ｂ副会長 鈴木章弘
幹
事 佐野 淳・末吉逸男・野村慶和

次期会長 及川泰広
Ｃ副会長 佐野 淳

Unity ＆ Mobility
書 記 野村慶和
会 計 鈴木隆夫

副書記 大川 裕
副会計 山田 誠

今月の聖句
民は民に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。
また、あちこちに地震があり、またききんが起るで
あろう。これらは産みの苦しみの初めである。
マルコによる福音書 第１３章 第８節

１２月例会プログラム 第３８８回
と き：１２月２３日（火）４:３０ｐｍ〜５:１５ｐｍ
ところ：暖香園 ２階ターキールーム（卓球場）
受 付 末吉逸男君
〃 （ビジター） 浜野健治君
司 会 鈴木芳男君
＊開会の言葉
久 保 田 康正 君
＊ワイズの信条
佐竹幹雄君
＊ワイズソング
一
同
＊会長挨拶
向井信男君
＊委員会報告
各 委 員 会
＊次々期会長選考委員会委員選出
＊出席率報告
担当委員会
＊閉会の言葉
田辺寛司君
クリスマス家族会 暖香園 サンテラス
会長挨拶
ビジター紹介
聖夜斉唱
食前の感謝・乾杯
結婚・誕生祝い
サンタ入場・プレゼント交換
ビンゴゲーム・福引
オークション

工藤宣佳君の入会式（１１月例会にて）

17:45〜20:40
向井信男君
向井信男君
一
同
小 川 直 前会 長
親睦委員会
ＹＭＣＡ委員会
各 委 員 会
親 睦 ・ 執行 部

３６チーム参加の開会式

１２月誕生日おめでとう
５日
１８日
メネット
１日
８日
２７日

２００８.１１.２２

原 昭三君
飯島唯志君

１３日 佐竹幹雄君
２７日 藤林正人君

第８回ワイズ杯

鈴木志保子さん
堀崎あつ子さん
山本 智江さん

７日 佐藤 友子さん
１７日 佐竹紀美子さん

本年度優勝チーム

ドッジボール大会
大池スカイブルー

１２月結婚記念日おめでとう
１日 向井信男君
１５日 田中貴幸君

１１月例会報告
メネット
出席率

在籍者
名

９０％

（左）

７日 泉 忠明君

４１名（シニア １名）

コメット
メーキャップ

スマイル報告

３３,０００円

スマイル累計

２９０,５００円

名

シニア

３名 修正出席率

出席者
１名

３５名

ゲスト

出席者総数
１名

ビジター

４１名
４名

９７.５％

ＢＦ現金

Ｐｔ

ＹＭＣＡ基金

円

ＢＦ切手

Ｐｔ

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

希望の灯となろう

第 8 回 Y s 杯ドッジボール大会

Be

the

light

of

Hope

「 第８回ワイズ杯ドッジボール大会に参加して 」

久保田 康正

南小学校 末吉 浩嗣（教諭）

第 8 回ドッジボール大会が、11 月 22 日開催されまし

ドッジボール

た。前日の風がうそのように静まり、絶好のスポーツ日

大会の審判を

和になりました。36 チーム 600 名の児童、引率の先

するのも今年

生、父兄など 1000 名の参加となり、受け付け時間前に

で３回目とな

は、体育館前は開始を待つ参加者で溢れかえり、熱気に

りました。

満ちていました。いよいよ開会式。向井会長あいさつ、

一昨年よりも

来賓佐々木教育長あいさつ、前年度優勝校東小学校優勝

昨年、昨年よ

カップ返還、選手宣誓と続き、いよいよ試合開始。今年

りも今年と、

は低学年 5 チーム、高学年 31 チームの参加になり、低 年々子どもたちのマナーが向上していると感じます。
学年はリーグ戦のみで優勝をきめる組み合わせになり、 とくに今年は、試合開始や終了のあいさつの時に、ほと
試合の組み合わせをした宮本さんには、ご苦労をかけま んどのチームが対戦相手だけでなく審判にもあいさつを
した。例年通り昼食のカレーを前日より仕込み、当日の してくれて、気持ちよく笛を吹くことができました。
盛 り 付 お昼のカレーは学級の子どもたちと食べましたが、勝っ
たチームも負けたチームも一生懸命試合の様子を報告し
けにメ
てくれて、ドッジボールを思いっきり楽しんだことが伝
ネット
わってきました。会場に来た人みんなが楽しめて、最高
の皆様
の１日になりました。
にもご
南小 ６年４組 上原 悠季
苦労を
私はドッジボール大会に出て、とても良かったと思いま
かけま
した。それは、この大会のチームはクラスだったので、
した。
優勝するためにみんなで作戦を考えるなど協力して、よ
やはり
り絆が深ま
会長、委員長はりきって皮むき
カレー
ったと思う
の人気はすごく、3 杯 4 杯とお代わりする子どもが多
からです。
く、毎年実施しなければならないと改めて思いました。
それと、苦
試合の
手な子もチ
熱気は
ャレンジし
年々高
たりして積
くなっ

極性が出た

ている

ことも良か

様に思

ったと思う理由です。優勝は出来なかったけど、みんな

いまし

が一つになって頑張れたので良い思い出になったと思い

た。

ます。

向井会長の開会の挨拶

後日、反省会の

南小 ６年３組 北見 早苗

中でも、先生たちより出ておりましたが、学校行事と同 １１月２２日(土)にワイズ杯ドッジボール大会があり伊
等に生徒たちから認知され、人気がある大会で有る、と 東市の小学生が参加しました。南小からは６チームが出
の事でした。その他、要望等が数多く出され、次期に引 場しました。先生方や出場者の家族の人達が応援に来て
き継いでいきたいと思います。試合結果 高学年 優勝 くれました。会場は各学校の応援の熱気で満ちていまし
大池スカイブルー（大池小） 準優勝 大池ファイター た。開始の笛が鳴り、大戦相手の強い人が投げたボール
ズ（大池小）
３位

３位

キングオブウサミ（宇佐美小） を取る音は「バシッ」といい音が響きました。私はコー

八幡野ストロンガー（八幡野小）低学年

優勝 トを走り回りましたが当たって負けてしまいました。

宇佐美ドラゴンキッズ（宇佐美小） 準優勝 富戸ドル 協力し、小学校生活最後の良い思い出となりました。
フィンズ（富戸小） ３位 あさひチーム（旭小）

＊東日本区理事主題

前へ、明日へ、世界へ

Step Forword.For the Future, into the World

＊アジア会長主題

より良き奉仕のために共に働こう

Working together to serve better
南小 ６年１組 宮原

駿

土曜日にワイズメンズのドッジボール大会がありまし
た。結果は予選リーグ落ちでしたが、「勝つ」と言う事
の他に得た物があります。それはチームワークプレイで
す。試合中に「どんまい」など声をかけることや、話し
合いではげましあったりすることです。これからの学校
生活に学んだことをいかして行きたいです。

南小 ６年２組 千葉 共笑
今年は初めてのドッジボール大会でした。初めてこの話
を聞いて「絶対出る!」と決めていました。そして出まし
た。なぜかキャプテンをやる事になりました。でも相手
が強くて決勝リーグまで行けませんでした。クラスでチ
ームを組んだのでクラスの仲が深まったと思います。
これからも、もっともっと男女関係なく、いろんな行事
に参加していきたいです。

やったぞ！ホールインワン

温泉リポートー湯川温泉浴場

戸田 忠春
「あー、入りそう！」山田さんの声の一瞬あと、カラ

鈴木 敦
湯川区には単純温泉かけ流しの共同浴場が３ヶ所有り

ーンという、ボールがカップに落ちる音が ます。よく温まり体力充実、精気横溢して子宝に恵まれ
響いてきた。11 月 16 日午後 2 時、下田 ると、古来から呼ばれてきた伊東駅前の「子持ち湯」。
カントリークラブ、3 番 137 ヤードのショ 入り口に七福神の弁財天像が設けられていることから名
ートホール、7 番アイアンを使って、いい
前が付けられた「弁天の湯」は伊東駅より概ね５分の住
具合に打てたと思ったショットの後、目が
宅地にあります。海岸沿いの「汐留の湯」は、利用者に
悪くなったせいで、ボールは、視界から消
よって名前が付けられました。各浴場は管理人を配置し
えてしまった。ゴルフ暦 40 年のわが生涯
定休日（月、水、金）を定めています。営業時間は午後
で、初めてのホールインワンを達成したの
は、悪くてパー、バーディーは狙えるなと ２時〜午後１０時です。また、専門業者により年１回清
計算している最中だった。
「あー、入っちゃった」という 掃、消毒等も実施しています。岡字小川沢の泉温 54.5
のが、最初の感想。その後、3 年ほど前に保険に加入す 度と伊東駅前の泉温 28.5 度の２本の源泉を混合して各
るのをやめていたことを思い出し、こりゃ大変、という 浴場へ給湯しています。少々熱めのかけ流しの湯は単純
思いがこみ上げてきた。いっしょにラウンドしていた、 温泉・弱アルカリ性・高温泉で、区民はもちろん観光客
山田さん、堀口さん、泉さんからの祝福の声は、祝賀 にも喜ばれております。だれでも利用出来、料金は 200
会、記念品、植樹など、頭の中で鳴り響く言葉の向こう
円です。家族風呂は「子持ち湯」に 3 室あり料金は 1 人
から、かすかに聞こえるのみだった。しかし、少し時間
350 円 （ 1 時 間 ） で
のたった今は、長くゴルフを続けても達成できる人はわ
す。湯川区民・一般の
ずか、というこの幸運
利用者の皆様には「子
を、素直に喜ぶと共に、
持 ち 湯 」、「 弁 天 の
神様のお導きと感謝し、
普段の行いがよかったか

湯」、「汐留の湯」を末

らかな、と思う今日この

永くご利用していただ

頃です。

きたいと思います。

＊富士山部長主題

個性を磨こう！

Brush

up

your

character！

▼ 出席第一・奉仕・時間厳守・親睦 ▼
新入会員の紹介

１１月例会だより

工藤宣佳君
住

１１月例会は山本Y sの司会で定刻通りに始まりました。

所：伊東市広野４−４−８

大川 Y'sの開会の言葉、戸田Y's のワイズの信条･ワイズソン

生年月日：昭和４２年１０月１７日

グ唱和、向井会長の挨拶と続きました。田辺 Y s より、仙

勤 務 先：株式会社 広野園

台で開催された東日本区の部会について報告があり、伊東ク
ラブのパワーはどこにあるのか、他クラブから不思議がられ
たとのことでした。その後、伊東クラブとしては、喜ばしい

運営委員会だより

工藤宣佳君の入会式がありました。卓話には、伊東クラブ第
※執行部、部、区よりの連絡報告協議事項
26 代会長塩地善吉氏を招いて、ドッジボール大会第 1 回開
・11月22日 第８回ワイズ杯ドッジボール大会が開催されました。
・12月23日 クリスマス家族会が開催されます(会場：サンテラス) 催の時の会長だったお話とか「運の良い人、悪い人」という
・伊東市手をつなぐ育成会クリスマス会の案内状が届いて
タイトルのお話でしたけど、塩地先輩の人生論とか色々大変
います（12月14日 ラヴィエ川良）
・スマイル発表会の案内状が届いています(12月４日 ひぐらし会館) ためになるお話をして頂きました。出席率８７％、スマイル
・ふれあい広場献品協力、伊東西ロータリークラブ30周年
33,000円、泉忠明君の閉会の言葉で終了となりました。
出席に対してお礼状が届いています。
記 会報委員会 橋場 徹
・ボーイスカウト伊東地区と伊東市少年少女合唱団にそれ
ぞれ助成金を手渡します。
（ボーイスカウトへは12月23日例会において、少年少女へは
12月練習日に練習場にて）
・部長通信の要望事項について・・・UPG運動と東日本区
ワイズメネット国内プロジェクトに協力します。
※委員会タイム
・プログラム・・12 月例会は卓球場（ターキールーム）で開催し
ます(16:00〜受付)クリスマス家族会にて銀婚式を行います。

・ドライバー・・ 11 月例会出席率は３名メーキャップにより
97.5％
各クラブにクリスマス家族会の通知を発送します。
沼津例会：12月23日 沼津東急ホテル 会費5000円
下田例会：12月17日

向井会長より工藤君へワイズバッジの授与

・親睦・・クリスマス家族会準備進行中。
・YMCA青少年・・ YMCA 青少年スキー教室を２月 21 日（土）
〜22日（日）に開催します。
2009 年１月 11日（日）成人式の協力要請あり、会長・
実行委含め５名出席予定。
・ドッジボール・・11 月 22日（土）「第８回ワイズ杯ドッ
ジボール大会」が開催されました。
11月29日（日）ドッジボール反省会を開催しました(幸華にて)

来年度 市民体育センターの予約をしました。
2009 年 11 月21 日（土）
・EMC会員選考・・来年２月、セミナー開催を検討中。
紹介者の久保田ワイズより工藤君の紹介
・広報・・ボーイスカウトと少年少女合唱団への助成金寄付
について取材要請をします。
＊＊＊ １月１２日 第３８９回例会予告 ＊＊＊
・文献管理・IT・・小川直前会長(32代)の写真額の掲示を
受
付 鈴木芳男君
開 会 の 言 葉 原 昭三君
します(準備中)
・会則研究・・伊東クラブ会則（クラブ運営に関する規定）第５
〃
山本昌輝君
ワイズの信条 末吉逸男君
章「慶弔」第16条５の項目について削除を提案します。→運営委
員会にて審議の結果、削除することが承認されました。

・その他・・田中貴幸 Y'sより 11 月６日付退会届を受理、
運営委員会で審議の結果、承認されました。

ビ ジ タ ー 佐竹幹雄君

食 前 の 感 謝 稲葉信一君

司

私のコーナー

会 梅原敬二君

閉 会 の 言 葉 佐藤 諭君

他クラブ訪問記録
＊富 士クラブ（１１月１２日・水曜日）
＊御殿場クラブ（１１月１３日・木曜日）
＊湯河原クラブ（１１月１７日・月曜日）
＊下 田クラブ（１１月１９日・水曜日）
＊富士宮クラブ（１１月２５日・火曜日）
＊熱海Ｇクラブ（１１月２６日・水曜日）

２人
２人
１人
９人
２人
２人

田辺寛司君、牛田俊夫君
田辺寛司君、牛田俊夫君
久保田康正君
田辺君、牛田君、原充君、山田誠君、鈴木章弘君、榎本君、向井君、野村君、戸田君
田辺寛司君、牛田俊夫君
佐藤 諭君、宮本敏一君

＊会長宅 〒414‑0045 伊東市玖須美元和田７２９−９６＊
ＴＥＬ：<０５５７> ３７−８７５８ ＦＡＸ：３７−８７５８

＊会報委員会 稲葉(富)・飯田・飯島・泉・大川・橋場・山田＊
委員長ＴＥＬ：<0557> ５３−２７７３ (Ｆ)５３−２７７３

