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国際会長：Moon Sang Bong（韓国）
“Yes, we can change”

2018 年度

Ｃ副会長：久保田康正
次期会長：久保田康正 Ａ副会長：梅原敬二 Ｂ副会長：鈴木 敦
書記：金子正樹 副書記：榎本 博 会計：山本 健
会長：山田光彦 直前会長：齋藤福男

“ Develop the service and our friendship ”
【奉仕と友情の輪を広げよう 】
会長主題

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 ”

“ 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

アジア会長：田中博之（東日本区）
“Action”
伊東ワイズメンズクラブ

月

東日本区理事：宮内友弥（東京武蔵野多摩クラブ）
“為せば、成る”

Vol.512

CHARTERED
Nov.23.１９７６

富士山部部長：渡邉 実帆（沼津クラブ）
“生き活き！ ワクワク！ 仲間と共に！”

発行：2019/4/4

人にしてもらいたいと思うことを、人にもしなさい
ルカによる福音書 6 章の 27 節より

日
会
受
司

時…4 月 8 日(月) 18：30～21：00
場…暖香園 ル・オール会議室（2 階）
付…古田 耕司君
会…内山 雅裕君

・開会点鐘
・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
・書記報告
・誕生/結婚祝
・食事(食前の感謝)
・スマイル
・委員会報告
・卓 話
・私のコーナー
・出席率／スマイル報告
・閉会の言葉
・閉会点鐘

会長 山田 光彦君
稲葉富士憲君
菊間 利夫君
一
同
会長 山田 光彦君
会長 山田 光彦君
書記 金子 正樹君
親睦委員会
杉本 隆夫君
親睦委員会
各委員会
久保田康正君
榎本
博君
担当委員会
浦頭
薫君
会長 山田 光彦君

57 日

佐藤

諭君

58 日

稲葉富士憲君

14 日 牛田 俊夫君

12 日

52 日

勝又あさみさん

梅原 敬二君
♡富江さん

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
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スキー教室反省会

浅倉秀行
あ３/１(金)反省会を実施。参加した子供達からのアンケートをもとに進行した。
主だったものとして、悪かったこと(嫌だったこと)では、「バスで乗物酔いをし
た」、
「途中休憩でバスに戻ったら席を移動した子がいて元の席が無く喧嘩になり
そうだった」、
「ゲレンデで水分補給が出来ない」などがあった。乗り物酔い・体
調不良については、救急箱(酔い止め薬その他薬等)を常備していること、調子が
悪くなったら直ぐにメンバーに声を掛けること、などの細かな説明を再三するこ
とで対処したい。バスの席については、その都度注視し配慮することが必要だろう。とは言え、夕食
中などに体調が悪くなった子供が数名出て、一時は送り帰さなければならない状況かとも思われたが、
メンバーが代わる代わる介抱し気使ったことで落ち着き、最後まで楽しく過ごさせる事が出来きた。
これはメンバーの好配慮だった。良かったこと(楽しかったこと)、にもそれについて記されていた。
水分補給については、
「今後してほしい事」にも要望が有った。この件については来年度、個々に配る、
又はゲレンデのメンバーが待機している場所に用意する、など何れかで実行していく。総括課題とし
て、予算等消費税増税に関して、現行の参加人数が確保出来れば参加費はアップしなくても実行でき
るが、今後参加人数の減少も想定し、下限参加人数の試算の検討も必要ではないか、との意見があっ
た。来年度に向けスキー教室だけで無くキャンプ教室についても、委員会・運営員会でその他の反省
点・要望も含め、再度細かく話し合い検討を重ねていかなければならない、と考える。
YMCA 青少年事業委員会 委員長

次期クラブ会長・部役員研修会に参加して
牛田俊夫
2019/3/9(土)･10(日)国立オリンピック記念青少年総
合センターにて開催された。9 日早朝、長田次期富士山部
部長・臼井次期富士山部書記と私の 3 名で一路小田原へ
…。そして小田急で参宮橋駅に向かった。会場には 9：
30 に到着し登録完了。10：30 より開会式で宮内理事の
開会点鐘と挨拶に続き、山田次期理事より次期役員の紹
介。北村 LT 委員長が LT 委員の紹介とオリエンテーション。研修Ⅰは宮内理事による東日本区の現
状、山田次期理事の理事方針が発表されました。そして大川 LT 委員による記念撮影後、昼食。研修
Ⅱ-1 は森田恵三 第 38 代日本区理事の「ワイズの思い これまでとこれから 国際ワイズ創立 100
周年に向かって」基調講演。10 分間の休憩をはさみ研修Ⅱ-2「会員増強 新しいワイズ像」パネルデ
ィスカッションが行われた。パネリストには森田恵三 Ys･宮内友弥 Ys･山田敏明 Ys･札埜慶一 Ys･伊
丹一之 Ys、司会進行は栗本直前理事があたりました。研修Ⅲ「次期事業主任の方針 ディスカッショ
ン」は 4 グループに分かれ各事業への理解を深めました。夕食後には部長を囲み懇親会で 1 日目は終
わりました。わたしは前日からの腰痛に続き、肩・首回りが急激に痛くなり途中でリタイヤしました。
次期富士山部会計

東京サンライズ 設立 30 周年記念例会
齋藤福男
あ 3/23(土)肌寒く小雨。久保田次期会長宅で榎本副書記
と待ち合わせ 8：00 に出発。宇佐美で山田会長を乗せ、
4 人で東京日本橋へ！途中…小雨がアラレ混じりになり
首都高も渋滞。開会時間ギリで会場入り。出席者も田中ア
ジア太平洋地域会長・宮内東日本区理事・ＩＢＣの台北ユ
ニオン・ＤＢＣの東広島／京都プリンスからも大勢来ている。12：00 第一部記念例会は小山久恵
Ys 司会の下、大谷博愛会長の開会点鐘で始まった。歓迎挨拶・祝辞のあと、サンライズの 30 年の歩
みを画像で拝見。記念事業は第 22 回東日本区大会をホストし皆さんに楽しんで頂く事。第二部はお
楽しみの祝会/懇親会。長津 徹 Ys による司会に変わり、またまた祝辞…。テーブルには飲み物、食
べ物が集まっているのに～（笑）東京八王子クラブの久保田貞視 Ys による乾杯。まずは榎本副書記
にウーロン茶を「ハイどうぞ！帰りの運転ヨロシクネ ^^ 僕、運転はうまくないし…」と。余興は童
謡 100 周年に寄せて～北原白秋を歌おう～「赤い鳥小鳥 なぜなぜ赤い」・「海は荒波 向こうは佐
渡よ」伊東クラブの皆さん知っていますか？金子恵利様の伴奏と、榎本はるみ様の朗読と歌とお話で楽
しみました。という記憶がワイングラスの中に少し残っておりました。各クラブの皆さんと久しぶり
に会い、おおいに語りあった？かな… 交流もでき盛会でした。それでは、またお会いしましょう！
直前会長
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卓話者として
浦頭 薫
あ「卓話者として」の会報掲
載文依頼…。私に (ﾟ o ﾟ;;？
本来は「卓話を聞いて」をど
なたかが書くのでは？ 微妙
に憤りを覚えるとともに富士
憲会報委員長が鬼と化す。私は終わった事は忘れ
てしまい、頭の中は別の事を考え進んでしまう習
性がある。困ったな…。記憶を辿る…。
「ああ、そ
うだ！予備自衛官の話」山田会長、斎藤 Ys、古田
Ys、熱海クラブの札埜 Ys を鬼軍曹浦頭の指揮下
に置き、分列行進曲に合わせ例会場を隊列で行進
してもらったのでした。(｀ω´)ゞ 手の振りが甘
かったですが敬礼はまずまず。真剣に取り組み笑
いをも誘って頂きありがとうございました！後半
は硫黄島の話。昨年 11 月から 12 月にかけて御
遺骨収容帰還事業に参加させて頂いた事についで
した。戦後、長い時間が過ぎましたが、硫黄島で
戦った日本兵の御遺骨が約 11.000 人分も発見
されていません。大切なものを守るためにどれほ
どの苦しい戦いをしたのか、家族への想いを考え
ると、法事に指名して頂きご遺骨を手にした時に
は涙が止まりませんでした。現在の平和な暮らし
が英霊の尊い犠牲の上に成り立っていると感じて
います。私は皆さんのような学歴も自慢出来る事
もありません。自身の体験としてお話させて頂き
ました。改めてご清聴ありがとうございました。

・プログラム／ドライバー委員会
委 員 長：鈴木 敦
副委員長：杉本隆夫
委
員：牛田俊夫・山田光彦
・会報／ＩＴ／広報委員会
委 員 長：齋藤福男
副委員長：牛田俊夫
委
員：安藤真範・杉本隆夫・山本 健
・親睦委員会
委 員 長：佐藤 諭
副委員長：内山雅裕
委
員：安藤真範・勝又秀仁・菅野政典

・ＹＭＣＡ青少年事業委員会
委 員 長：古田 耕司
副委員長：菅野政典
委
員：内山雅裕・菊間利夫・山本 健
・ＢＦ／ＩＢＣ委員会
委 員 長：野村 慶和
副委員長：山本 健
委
員：三島幸枝
・ＣＳ委員会
委 員 長：金子 正樹
副委員長：菊間利夫
委
員：勝又秀仁・菅野政典

・ＥＭＣ／会員選考／訪問委員会
委 員 長：梅原 敬二
副委員長：山田光彦（直前会長）
委
員：内山雅裕（次期会長）
・会則研究／文献管理委員会
委 員 長：堀口 正作
副委員長：及川泰広

※例年 4 月には次年度の委員会構成が発表となります。
次期委員長は次年度の準備として委員会開催・事業計画
（案）
・予算組の作成など、今期と重なる事で忙しくなり
ます。引継ぎ等がスムーズに出来ない事も見受けられま
す。会員数減少に伴い、近年は入会後数年で委員長とな
るケースも多く、新任委員長はストレスなどを感じる事
でしょう。これには前任委員長・担当副会長または経験
者がサポートする事を望みます。引継ぎ資料は整理し手
順など解りやすく明記。早期に渡す事を心がけて欲しい
背 面
左 腕
と思います。5 月末開催の新/旧合同運営委員会において
次期委員長は次年度の事業計画を発表しますので今から 防風・撥水加工・フード付き・裏メッシュ・内ポケット付き
少しずつでも準備にかかるとスムーズに進行できます。 ※4 月例会で個人負担額の￥3000-を徴収させて頂きます
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3/15(金)
3/20(水)
3/21(木)

堀口正作 Ys お見舞い（現在湯河原病院入院中）
羽村市自然休暇村へお礼と報告 久保田センター長・榎本
富士山部エクステンション委員会 会場：熱海 YMCA
出席：久保田富士山部エクステンション委員長・榎本
3/23(土)
東京サンライズ「30 周年記念例会」 会場：ブラッセリー東洋
出席：山田会長・榎本・久保田・齋藤
3/25(月)
学校施設利用 研修会 出席：久保田次期会長
3/26(火)
社会福祉協議会 評議員会 出席：山田会長・久保田
3/26(火)
次期（2019 年度）会長主題･基本方針･目標 及び 委員会構成
4/17(水)
ワイズメンズクラブ富士山部 第 1 回チャリティゴルフコンペ
会場：沼津ゴルフクラブ
参加：稲葉・梅原・久保田・齋藤（登録済み）
4/27(土)
川越クラブ「20 周年記念例会」 会場：川越東武ホテル
時間：13：30 ～ 18：00 登録料：￥8000未定
松川おそうじ大合戦！2019 春の陣 参加予定
5/13(月)
5 月例会（BBQ 例会） 会場：宇佐美温泉 海ホテル ガーデン
※雨天時は屋内にて 送迎あり
ドリンク代として￥1000-/人（伊東クラブメンバー当日徴収）
5/18(土)
宇都宮クラブ 40 周年記念例会 会場：宇都宮美術館 講義室
登録料：￥6000- 5/17(金)チャリティーゴルフ＆前夜祭あり
5/23(木)
合同運営委員会 開催 ※詳細は後日ご案内します
確認調整中 社会福祉協議会へプルタブ/エコキャップ寄贈
6/1(土)
第 22 回 東日本区大会
2(日) 会場：国立オリンピック記念青少年総合センター
登録料￥13000- 申込締切日 4/30(火)
東日本区理事杯争奪ゴルフコンペ（若洲ゴルフリンクス予定）
※4 月例会で登録を再確認
★YMCA 青少年事業委員会…YMCA 青少年スキー教室 収支報告 承認
★BF/IBC 委員会…彦根シャトークラブ訪問の件
今年度の訪問は次年度へ見送りとさせて頂いた。
次期西日本区理事：戸所岩雄 Ys 就任に伴い、西日本区大会への出席の
意向を伝え了承して頂きました。

3 月例会は東日本大震災と同日の 3 月
11 日。日中は春の日差し暖かい日でし
た。司会進行は榎本 Ys。山田会長の挨拶
は、やはり東日本大震災の話に。8 年と
なるが何かしらの助力を！風化させない
ように、と呼びかけました。ゲストビジ
ター紹介の前に先日のスキー教室で大腿
骨を骨折した堀口 Ys の息子さんが「父
は湯河原厚生年金病院入院し無事手術終
了」と経過報告。お世話をかけましたと
お礼の挨拶をされた。ビジターは、富士
山部長渡邊美帆 Ys の訪問があり、用意
したリボンを首に巻き歓迎。他に下田ク
ラブ 2 名、熱海クラブ 2 名のビジターで
した。誕生結婚祝いは内山 Ys 遅刻によ
り、榎本 Ys が代行。誕生祝は渡邊部長、
内山 Ys、梅原 Ys、鈴木 Ys。結婚祝いは
榎本 Ys、勝又 Ys、久保田 Ys、杉本 Ys
でした。食前の感謝は、
「あー間に合った
―」とここで登場した内山 Ys。食事の間
に新調するクラブジャンパーの大きさ確
認もありました。その後スマイルに移り、
入学･進学･卒業･入社シーズンをネタに
千円札が集合。委員会報告後の卓話は浦
頭女史による「予備自衛官について」そ
の中、浦頭鬼軍曹指揮による気をつけ、
敬礼、歩行をメンバー4 人で実施…大笑
いとなりました。齋藤 Ys による私のコ
ーナーは 8 年前の大震災被災時の行動。
閉会の言葉は私…野村。卓話での遺骨収
集をあげ、決して戦争をしてはならない
との思いを訴えた。山田会長の閉会点鐘
で 3 月例会は終了しました。 記：野村

★CS 委員会…松川おそうじ大合戦！2019 春の陣 参加予定（連絡待ち）
★CS 委員会…社会福祉協議会へプルタブ/エコキャップ寄贈
★CS 委員会…4/30(火)までにセンターへ持参願います
●富士山部エクステンション委員長：久保田康正 Ys 及び
東日本区中期会員増強推進委員会 委員：榎本 博 Ys は
2022 年末まで継続（ワイズ 100 周年） 承認
●新クラブジャンパー負担額（メンバー￥3000-：クラブ￥3500-）承認
卓話者紹介

と
き・・・・5 月 13 日(月)
受
付・・・・・佐藤
諭君
司
会・・・・・勝又 秀仁君
開会の言葉・・・・・梅原 敬二君
ワイズの信条・・・・稲葉富士憲君
食前の感謝・・・・・鈴木
敦君
私のコーナー・・・・古田 耕司君
閉会の言葉・・・・・山本
健君

久保田康正氏 演題「保護司の職務について」
出身地：伊東市湯川 伊東ワイズメンズクラブ 次期会長
・玖須美文化振興会 会長 ・伊東地区保護司会 副会長
・社会福祉協議会 評議委員 ・平成 30 年 9 月 法務大臣表彰 受賞
他クラブ訪問
3/19(火) 下田クラブ 牛田俊夫君
3/23(土) 東京サンライズ 30 周年記念例会
3/23(土) 山田光彦会長 榎本 博君 久保田康正君 齋藤福男君
3 月例会報告
在 籍 者
内功労会員
内広義会員
内療養会員
出 席 者
メネット

24 名
0名
2名
0名
16 名
0名

コ メ ッ ト
ゲ ス ト
ビ ジ タ ー
出席者総数
出 席 率
メーキャップ

スマイル報告
0名
1名
6名
23 名
72％
1名

当月

30000 円

累計

東日本区・富士山部
308000 円

ＹＭＣＡ基金
当月

円

累計

円

ＢＦ基金(切手)
当月

当月
3 月例会修正 77 出席率％
【会報/ＩＴ/広報委員会】委員長：稲葉富士憲

kg

累計

熱海ＹＭＣＡ報告
kg

ＢＦ現金
pt

累計

【強調月間】
Ｌ Ｔ
リーダーシップトレーニング

pt

・4/4(木)理事運営委員会
・5/25(土)熱海 YMCA 総会

副委員長：野村慶和 委員：浦頭 薫・榎本 博・古田耕司
3.5

