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）

2016

2

CHARTERED

“原点に立って、未来へステップ”

40th

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！”

OCT.４.１９７６

Anniversary

今月の聖句
ことばに生命があり、生命は人の光であった。
光はやみに輝いたが、やみはそれを悟らなかった。
ヨハネによる福音書 第１章 第４節

第 50 回オレンジビーチマラソン協力
2 月例会プログラム 第 474 回
日

時･･･2 月

8 日(月)18：30～21：00

Congratulations！

※2 月例会は TOF の為、食事は済ませて来てください

会 場･･･暖香園 ル・オール会議室
受 付･･･稲葉富士憲君
司 会･･･菅野政典君
・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
・入会式
・書記報告
書記
・誕生・結婚祝
・スマイル
・委員会報告
・ＥＭＣセミナー
・出席率・スマイル報告
・閉会の言葉
・点 鐘
会長

2 月お誕生日
榎本 博君
安藤真範君
飯田 進君
一
同
榎本 博君
榎本 博君
執 行 部
内山雅裕君
親睦委員会
親睦委員会
各委員会
担当委員会
担当委員会
田辺寛司君
榎本 博君

該当者なし

３日

メネット
齋藤佳予子さん

2 月結婚記念日
２１日
２３日

堀口正作君
山田光彦君

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

および各クラブの前期活動報告がなされた後、審議議案に
成人式会場整理係の妄想 おいて、
◆第 1 号議案 2016 年度富士山部役員
YMCA 青少年事業副委員長
◆第 2 号議案 2017 年度富士山部部長
菅野政典
熱海 G クラブ 加藤博 Y’s
1 月 10 日、観光会館。息
◆第 3 号議案 2015 年度 CS 基金配分案
子が成人式に出席すると
◆第 4 号議案 東日本区役員活動費補助
いう山本 Y's と共に、会場整理係として、ホールに立った。
部選出の区役員に対し今期より実施
入り口には多数の若者が集まっている。女は、着物、肩に の 4 議案についてすべて承認されました。
白いふわふわのストール、厚化粧、という制服のように同 連絡事項として、次回第 3 回役員会・評議会の案内（5 月
じスタイル。男は、スーツ。羽織はかま姿も多い。ただこ 22 日(日) ホスト：富士クラブ）
、今年度の周年記念の案
ちらは、ヤンキーっぽいぞ。酒を飲んでいるのか、奇声を 内（富士宮 20 周年 2 月 21 日(日) 御殿場 30 周年 5 月
上げる。簡単な打ち合わせの後、持ち場についた。会場は 29 日(日)）が案内され、富士山部部歌斉唱、富士山部監事
すでに満員。前列に我がクラブ所属の某市議会議員の姿が 青木義美 Y’s の好評をいただき、増田次期富士山部部長の
見える。なんだかかっこいい。スーツ姿が決まって、後光 閉会の言葉をもって終了しました。受付等、ご協力いただ
がさしている。間違えた。後光じゃない。反射光だ。さて、 いたメンバーの皆さん、ありがとうございました。
我がクラブの会場整理は、10 年ほど前に成人式が大荒れし
た後、始まったという。よく見ると、会場には異様な化粧
2016 年度クラブ役員
をしたはかま姿の男が。そうか、こいつが暴れだしたら、
取り押さえるのがおいらの仕事ということか。よし、おじ
さんの力を見せてやる。建設業界に身を置くこと二十有余 2016 年度の伊東クラブ役員が運営委員会にて承認されま
年、鍛え上げた両の腕はだてじゃない。お前らなんぞひと した。
ひねりだ。覚悟しろよ。なんだか、燃えてきた。化粧はか
ま男を馬乗りになって取り押さえる自分の姿が目に浮か
会
長
飯島 唯志
ぶ。いや待てよ。女の子が暴れたらどうしよう。馬乗りに
Ａ副会長
佐藤
諭
なるのはまずいだろうな。抱き着くとセクハラと言われそ
Ｂ副会長
勝又 秀仁
う。でもちょっと取り押さえたいような気もする。そうだ、
Ｃ副会長
野村 慶和
そんな時はわがクラブの某市議会議員に任せよう。あの人
書
記
稲葉富士憲
が出てくれば、その笑顔に女の子はクラクラ、ボーっとし
副 書 記
牛田 俊夫
て抵抗しなくなるだろう。というような妄想しているうち
会
計
杉本 隆夫
に何事もなく成人式は終わったのでした。
会計監査
梅原 敬二 堀崎 龍夫
以上、菅野 Y’s の言葉を正確に（？）書き写しました。
口述筆記者 稲葉富士憲
また、次々期会長について
第 2 回富士山部役員会評議会
次々期会長
齋藤 福男
会報・IT・広報委員長
飯島唯志 と承認されました。
1 月 17 日(日)、第 2 回富士山
部役員会・評議会が暖香園
ル・オール会議室にて行われ
2 月例会新入者プロフィール紹介
ました。13:00 より、役員会が
行われ各報告、連絡事項また、
審議事項が話し合われ、14:30 より評議会が始まりました。
久保田富士山部部長の開会点鐘の後ホストクラブである
◆氏
名
鈴木 幸枝（すずき ゆきえ）
伊東クラブ会長の榎本 Y’s より開会の挨拶。ワイズソン
グ・ワイズの信条の後部長挨拶及び報告。後期半年報がま
◆推 薦 人
榎本 博
とまり富士山部では会員数 200 名を数える事ができ、改め
て感謝するとともに、さらなる新入会員の獲得をお願いさ
◆職
業
石工業
れた。また、先日の部会での余剰金を東山荘 100 年募金へ
寄付する旨が発表されました。また、東日本区役員会報告
◆生年月日
8 月 13 日
では熱海クラブ栗本次々期理事体制、熱海 G クラブの加藤
地域奉仕事業主任、ヤングメンバー区費補助制度廃止につ
◆家族構成
夫・息子
き新制度の検討を行う、プルタブ収集はクラブ単位で行っ
てもらう、休会制度の廃立について計測審議を行うなどの
◆出 身 地
伊東市
報告がなされました。各事業主査・委員の前期活動報告、
自己紹介等は来月ブリテンに掲載予定です。

【特別寄稿】

皆さん ナマステ―
（こんにちは）in India

親睦委員長 齋藤福男

1/14 JAL749 便は定刻通り出発 約 10 時間フライト後に
インディラ・ガンジー国際空港（デリー）に到着しました
（インドってどんな国なんだろう？）空港に着いたとた
ん・・
（なんだこの人の数は！！）・・そうです現在のイン
ドは人口 12 億 8274 万人(2015 年推計)、面積 329 万 k ㎡（世
界第 7 位）
、首都はニューデリーの社会主義共和国です。
ＢＣ2500 年～インダス文明 ＢＣ563 年ゴータマ・シッダ
ールタ（釈迦）の誕生 320 年グブタ朝の成立・・他数多く
王朝成立 1526 年ムガル帝国設立 1600 年イギリス東イン
ド会社設立 1757 年イギリス植民地支配 1877 年インド帝
国設立 1947 年インド、パキスタン分離独立 1971 年バン
グラデシュ独立 1974 年初地下核実験実施

（インドは地震がないそうですョ。）
・・・・・
いよいよタージのアグラ地区に着くころには
寒くて寒
くて？ ・・本当です！！（此処はインドかよ～）
・・イン
ドで短パン＆Ｔシャツを買うつもりだったけどインド織物
屋さんで なんとカシミヤのセーターを買いました（イン
ドはカシミヤの名産地です）
そうこう やれやれのうちに アグラの世界一有名な建物
タージ・マハル（ムガル第 5 代皇帝シャー・ジャハーンが
最愛の妻の死を悼んで造らせた霊廟 22 年もの歳月と、2
万人以上の職人を費やして 1653 年に完成（総大理石造り）
）
解説終わり！ ヘエ～ ・・・
色々チェックを受け（ガムを没収され！！） その後場内
へ
ヤッタァー・・・！！
何にもみえネーや・・・
（霧で・・）でもせっかくここまで
来たんだからもう少しガマン。
・・30 分後見えましたマハルさん 「実にすばらしい建物
だ！！」（研修旅行）
お祈り？
ハイこれにてインド世界遺産巡りもおわりです。
今回の旅でいろいろ感じた事はたくさんありますが・・・
まず自分の歴史的文化的認識勉強 不足・・（反省） イン
ドの人々の過去の歴史の人間的屈辱悲しさ、そして包容力
（植民地時代）又古代よりの最高建築技術 数多い宗教に
よる習慣的違い（ヒンドゥ－教ツアーガイド ゴウさんよ
り教わる。）・・・ＹＭＣＡの事はあまりゴウさん知りませ
んでした。
・・ インドのカレーは色々種類は豊富ですが、
2008 年ムンバイ（ボンベイ）同時多発テロ・・・
（歴史の勉 日本のカレーとは全然違い、私にはいまいちかな～～イン
強はこのくらいにします。
） 宗教はヒンドゥー教 イスラ ドの人は皆さんおとなしく優しく、とっても温かく親近感
ム教 バラモン教 ジャイナ教 仏教 キリスト教・・・・ がありました。帰りの空港チケットカウンターでインド美
(あなた
他 数多くあります。さて観光（インド研修旅行）の始ま 人にインド語？で「アープカー・スンダル」
綺麗ですね”)と言ったら
日本語で「それほどでも、有り
りです。インドのごく一部デリーを頂点に北東部トライア
」だってサ！！ 参った・・・・・ナマステ―（さ
ングルライン (△地帯・・北海道と同じぐらいかな？) 南 ません。
ようなら）
西側にはジャイプール 南東側にはタージ・マハルで有名
なアグラなど世界遺産めぐりです。デリーでは第 5 代ムガ
インド共和国（republic of india）に発展あれ！！
ル皇帝が建てたレッド・フォート（赤砂岩造り）ヒンドゥ
ピルミーレンゲ― ダンニャワード
ー イスラム両様式の 72.5ｍの塔 タージ・マハル建築に
また会いましょう
ありがとう
影響を与えたフマユーン廊など・・ジャイプールでは象さ
んに乗ってアンベール城見物・・・山の上に連なるお城（城
壁）の雄大さが、この国の重く偉大なる歴史を物語ってい
るような気がしました。 そのあとシティーパレス 風の
宮殿と廻り建築的技術観念から（石造建築物）とにかく素
晴らしい！！の一言

運営委員会だより
1/10(日)
平成 28 年伊東市成人式 式典出席：榎本
式典協力：菅野・山本・稲葉・金子・堀崎
後期半年報部長へ提出
1/11(月)
1 月例会 富士山部部長公式訪問
伊東青年会議所 大高正次氏ほか 2 名 新年度挨拶
鈴木幸枝さん例会見学
1/17(日)
第 50 回伊東オレンジビーチマラソン 協力
誘導／完走証交付係：榎本・堀崎・山田
1/24(日)
ボーイスカウト賀詞交歓会 ひぐらし会館 出席：榎本
1/28(木)
平成 27 年度社会福祉協議会第 3 回評議会 出席：榎本
2/7(日)
第 44 回伊東駅伝競走大会協賛
区間賞副賞（中学生男女区間賞 各 5 個計 10 個）
2/8(月)
2 月例会 TOF 例会（食事は済ませて来てください）
EMC セミナー開催
2/13(土)～14(日) － YMCA 青少年委員会より
YMCA 青少年スキー教室開催 於：サンメドウズ清里
2/21(日)
富士宮クラブ 20 周年記念例会
於：パテオン 11:00～14:00 登録料：6,000 円
3/5(土)～6(日)
次期クラブ会長・部役員研修会 於：東山荘
出席：飯島
3/27(日)
伊東ＲＣ創立 60 周年記念式典／祝賀会
於：川奈ホテル 16:30～ 出席：榎本

例会だより
平成２８年新年例会は杉本 Yｓの「あけましておめでとう
ございます」の発声で始まりました。開会の言葉を野村 Ys
が務め、浦頭 Ys のリードでワイズの信条を一同で読み上
げ、ワイズソングを唱和し会長挨拶に続きました。榎本会
長は初例会から半年の事業を振り返りました。それぞれの
事業を一つづつ挙げてその成果が会員の協力で十分得られ
た事を強調し残り半年を務める事を述べられました。会長
のゲスト、ビジターの紹介で今年の青年会議所の新役員が
紹介されました。今年度の新役員４名が自己紹介の後に、
新理事長の大高氏が挨拶に立ち今年は青年会議所が創立６
０周年の年にあたりスローガンとして（誰かの為に）を掲
げ務めあげていきたいと抱負を述べました。また富士山部
部長の公式訪問で我々の久保田 Ys が挨拶と報告を行いま
した。内山 Ys の書記報告の後に誕生結婚祝いが行われまし
た。誕生日は堀口 Ys 一人で８５歳を皆で祝福いたしまし
た。食前の感謝を佐藤 Ys が行い、新年のためお酒が出され
乾杯の音頭を直前会長の杉本 Ys が務め会食となりました。
スマイルの後、恒例の一分間スピーチとなり会員全員が今
年の抱負、感じた事、希望など語り快く１０００円を献金
箱に投じました。中には献金を忘れた会員もあり若干の笑
いを誘いました。
委員会報告の後に出席率、スマイル報告があり閉会の言葉
を菅野 Ys が務めました。
榎本会長の閉会点鐘で第４７３回新年例会は終了いたして
おります。
記 飯田 進
お知らせ
CS・ドッジボール委員会より
お年玉年賀切手を収集します。
または一人 2,500 円を例会時に集めます。

当選番号

他クラブ訪問記録
1/13(火)
富士※・富士宮合同 2 名
久保田康正君、榎本博君
1/14(水)
沼津・三島・御殿場※ 3 名
久保田康正君、牛田俊夫君、杉本隆夫君
1/20(水)
下田 4 名
久保田康正君、牛田俊夫君、榎本博君、飯島唯志君
1/25(月)
熱海 11 名
久保田康正君、牛田俊夫君、杉本隆夫君、榎本博君、
梅原敬二君、山田光彦君、堀崎龍夫君、齋藤福男君、
佐藤諭君、野村慶和君、安藤真範君
1/27(水)
熱海Ｇ 5 名
久保田康正君、牛田俊夫君、杉本隆夫君、榎本博君、
山田光彦君
１月例会報告
在籍者
26 名 コメット
名
功労会員
名 ゲスト
5名
広義会員
名 ビジター
6名
療養会員
1 名 メーキャップ
名
出席者
25 名 出席者総数
36 名
メネット
名 出席率
100％
１月修正出席率
％

当月
当月
当月
当月

６９・９０

YMCA 青少年委員会より
YMCA 青少年スキー教室開催
と き：2016 年 2 月 13 日(土)～14 日(日)
ところ：サンメドウズ大泉・清里スキー場
宿 泊：羽村市自然休暇村
メンバーの皆さんの御協力をお願いします。
第４７５回３月例会予告
と
き
３月１４日(月)
受
付
浦頭 薫君
司
会
飯島唯志君
開会の言葉
飯田 進君
ワイズの信条
堀崎龍夫君
食前の感謝
菅野政典君
私のコーナー
安藤真範君
閉会の言葉
野村慶和君
スマイル報告
東日本区・富士山部
29000 円 累計 200000 円
1/17(日)
第 2 回役員会・評議会
ＹＭＣＡ基金
円 累計
円 無事終了しました
ＢＦ基金(切手)
熱海ＹＭＣＡ報告
kg 累計
kg 1/21(木) 熱海 YMCA
理事役員会・新年会
ＢＦ現金
pt 累計
pt 出席：牛田

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

