
 

 

  

伊東ワイズメンズクラブ 
 

CHARTERED 

OCT.4.1976 

国際会長: Joan Wilson（カナダ） 

“Our Future Begins Today” 

アジア会長: Tung Ming Hsiao（台湾） 

“Respect Y's Movement” 
東日本区理事: 利根川恵子（川越クラブ） 

“明日に向かって、今日動こう” 

富士山部部長: 増田 隆（富士クラブ） 

“富士山のように大きな心で奉仕をしよう” 

 

 

 わたしたちが愛するのは、神がまずわたしたちを愛してくださったからです。 
 

ヨハネの手紙 ４章 19節 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

日 時･･･12 月 23 日(金)16：30～17：15 

会 場･･･暖香園 2 階 ターキールーム（卓球場） 

受 付･･･菅野政典君・杉本隆夫君（会計） 

司 会･･･野村慶和君 

 

 

・点 鐘          会長 飯島 唯志君 
・開会の言葉           田辺 寛司君 
・ワイズの信条          内山 雅裕君 
・ワイズソング          一    同 
・会長挨拶         会長 飯島 唯志君 
・書記報告         書記 稲葉富士憲君 

・委員会報告           各委員会 
・出席率報告           担当委員会 
・閉会の言葉           正木  薫君 

・点 鐘          会長 飯島 唯志君 
 

*例会終了後サンテラス内階段にて集合写真撮影* 

会場…サンテラス 受付 17:15 17:45～20:45 
・開会の言葉      Ａ副会長 佐藤  諭君 
・会長挨拶・ビジター紹介  会長 飯島 唯志君 
・食前の感謝・乾杯   直前会長 榎本  博君 
・誕生・結婚祝い         親睦委員会 
・サンタ入場           担当委員会 
・ビンゴ・福引          担当委員会 
・閉会の言葉      次期会長 齋藤 福男君 

18日 飯島唯志君 
 

 

1 日 鈴木志保子さん 

7 日 佐藤友子さん 

8 日 堀崎あつ子さん 

2 日 鈴木幸枝さん 

24日 正木 薫君 

 

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 
 



 

 
 

第 15 回ワイズ杯ドッジボール大会は、例年使用の市民体育センターが耐震工事中の為、会場を東小体育館 1

ヶ所にて、規模を縮小して行われました。当然試合数も少なくなるが、準備する事は変わらないので例年通り

早朝より準備・設営を行いました。司会進行は CS 副委員長：菊間 Y’s（司会デビュー戦ドキドキの中）飯島会

長の挨拶に続き、来賓の高橋雄幸教育長から祝辞を頂き、伊東ワイズへの感謝やアピールもして下さいました。

審判員代表によるルール説明等の後、各リーグの試合が開始され、いずれも白熱した試合で、観客・父兄の声

援が飛び交い盛会の内に大きな事故もなく無事閉会し、表彰式を迎える事が出来ました。飯島会長から、優勝

チーム・準優勝・3 位（2 チーム）の選手一人ひとりにメダルを掛け、賞状・トロフィーの授与と健闘を称えま

した。参加チーム 20 組、参加児童数 327 名（市内 10 小学校参加）誰もが参加でき、チームワークによる協調

性を育み、青少年健全育成・中高年不良防止にも大いに寄与出来た伊東クラブ事業でした。今後の為の反省会

を、教員と共に幸華にて開催し終了しました。教員の皆様には大変お世話になりました。 

 
 
 

 

CS委員会 牛田俊夫 

東小体育館にて限定 20 チ

ームとコンパクトな大会だ

った為、13 時過ぎには全て

を終了し、この反省会は一連

の流れで幸華に移動し行われた。メンバー13 名とボラ

ンティアで参加の教員 7 名の自己紹介で始まり、意見

交換し反省点・課題など多くを聞く事が出来た。後日、

照会するが一部抜粋すると…教員はあくまでボランテ

ィアであり審判での参加には限界がある。参加チーム

は増やし総試合数は減らして欲しい。将来はメンバー

で主審･副審をやれるようにする。…など。主催する者

として検討・対応しなければならない意見の数々であ

った。より良い大会を運営出来るよう皆さんと協議し

て行きたく思う。参加のメンバーご苦労様でした。 
 
 



 

会報委員会  榎本 博 

2015 年度 7 月入会の 

山本 健君を取材してき

ました。当日は業務多忙

の為「伊東の丘」近くに

ある事業所：ワークスタンド(株)への訪問でした。健君

は裾野市生れの裾野育ち 44 歳。現在は宇佐美に住み、

一男一女の父としても奮闘しています。長男の翔太君

は 20 歳ワークスタンド社員。長女の玲緒菜さんは来春

に専門学校へ入学の高校 3 年生。保育士を目指してい

ます。健君の入会動機…実は「地域社会への貢献」伊

東クラブの青少年健全育成事業で自分も何か出来たら

と思いワイズへ。今年度は BF/IBC の副委員長と親睦

委員を兼務し 12 月開催のクリスマス家族会の企画や、

来年 4 月の DBC 彦根シャトー35 周年記念など、BF

現金の集金係りだけでなくワイズ活動も健君なりに頑

張っています。しかし…その反面「温度差を感じたり・

違うなと思えたり」する事が目について来たそう。ま

ぁこの辺は EMC セミナーで ^^； 今後は更なる親睦

をはかる為に GOLF でも始めようかと時々思うよう

です。すでに NIKE のセットがありました(笑) 組織

の中で個人を生かすも殺すも指揮官しだいと後輩から

改めて教えられた利益のある取材が出来ました ^^/ 

 
VOL,６ 

 

飯島唯志（第 41代会長） 
 

SF。サイエンス・フィクション。

未来はこうなっているだろう、こ

うなっていたらいいな、こうなっ

ていたらどうしよう？そんな思いを背景に語られる物

語。しかし、50 年前に思い描いていた近未来ははたし

て現在のような世界であるか？それを考えると数多く

の「近未来」が過去から・現在へとそしてまたおそら

く未来でも連綿と語られていくのはうなずけることで

す。そこには人の希望が詰まっていると思います。わ

たしは映画が好きです。年に 300 本とか見たいと思っ

てはいますが、再視聴を含めて 30 本程度がいいところ

です。そんなわたしから SF 的な映画をいくつか紹介

しようかと思います。 ◆月に囚われた男 監督：ダ

ンカン・ジョーンズ エネルギー問題にあえぐ近未来

の地球。しかし、その傍らに浮かぶ月にはヘリウム 3

という新たなエネルギー源がありました。希望ははる

か昔からわたしたちの隣にあったのです。そのエネル

ギー資源採掘に携わるある男の物語です。コンピュー

ターによる自動化が進んでおり、作業は一人で進める

ことができます。対人コンピューター「ガーティ」と

ともに 3 年間の任期をあと少しで終えようというとこ

ろから物語は始まる…。 ◆ガタカ 監督：アンドリ

ュー・ニコル 遺伝子操作によってすぐれた能力・容

姿を持つ人があふれる近未来。一方自然妊娠によって

生まれた子供は不適正者として社会における地位が劣

っていました。ある不適正者が適正者のみがなれる宇

宙飛行士を目指す物語。適正者だが事故により下半身

不随となってしまった若者の保証の代わりに ID を手

に入れ、必死の努力を重ねついには宇宙飛行士になる

…。  残念ながら書き手の能力不足で魅力を全く伝

えられていないのは歯がゆい思いです。どちらも登場

人物の少ない、ハリウッド的なキラキラした特殊効果

満載の映画ではありませんが、とても心にしみるいい

映画だと思います。 

熱海 YMCA 委員 久保田康正

第 31 回大会が

11/26(土 )熱海起

雲閣で開催され

た。出場者 40 名、

伊東からは南中生 4 名の登録。13 時より開会式・ルー

ル説明等のあと「1 年生暗唱の部」よりスタート。南

中生は 1～4 番目と早い出番だったせいか緊張してい

るのが伺えた。三島・沼津地区の英語教育が盛んな私

立中学の生徒の発表では身振り手振りが大きく体をい

っぱいに使い表現しているのが印象的であった。結果

…南中生は見事に「1 年生暗唱の部」で優勝・準優勝・

第 3 位・努力賞と全員が入賞することが出来ました。 
 

ＥＭＣ/会員選考/訪問… 委員会 

委員長 梅原敬二 

日頃のワイズ活動に感謝をして

います。私はこの委員長を数回やっ

ていますが、そのたびに簡単のよう

で非常に難しく思います。それは xtension(クラブ拡E

張)・ embership(会員増強)・ onservation(維持啓発M C

運動)などを理解してもらう事です。10 月に第 1 回目

のセミナーを入会後 5 年未満の人達を対象に行いまし

た。会員としての見解は違うものの真剣に考え事業/

活動に臨んでいる事が伺えました。今期中には全員参

加でのセミナーを数回行いたいと思います。また会員

の増強･文献･会則研究、それぞれの整理をしたいとも

思います。今後も皆様の協力を宜しくお願い致します。 

 

ＥＭＣ/会員選考/訪問… 委員会 

副委員長 田辺寛司 

青少年健全育成事業、地域奉仕活

動に参加できず、皆様にご迷惑を掛

けている体になった私にとって、最

後にできる役目は E・M・C セミナーを通じてワイズ

の楽しさ、誇りを話し合い、皆さんをその気にさせて

「そそのかす」のがワイズに居残れる私の道と今は考

えています。マンネリ化したベテラン会員の発想とは

かけ離れた思いもよらぬ活動を展開する、若さあふれ

る新勢力に乗っ取られた伊東クラブに目を細めていま

す。「井の中の蛙 大海を知らず」にならぬよう、区大

会・部会・他クラブ訪問を促し、自クラブを見つめ直

すように今後も言い続けて行きたいと思っています。 



 

第 6回 運営委員会だより 12/2(金) 11月例会だより
 

11/12(土) 
 
 
11/17(木) 
 
11/20(日) 
 
11/26(土) 
 
11/27(日) 
 
12/6(火) 
 
12/11(日) 
 
12/16(金) 
12/23(金) 
2017/1/8(日) 
 
1/9(月) 
 
1/15(日) 
 
2/4～5(土・日) 
2/18～19 

(土・日) 

 

第 15回ワイズ杯ドッジボール大会 
東小体育館  20チーム 327名参加 
*反省会 幸華 メンバー13名＋教員 7名 
伊東市 5クラブ懇親ゴルフ大会 サザンクロス 
参加：内山･梅原･榎本･勝又･久保田･齋藤･佐藤 
平成 28年度「私の主張発表会」観光会館 
出席：飯島会長 
第31回熱海YMCA中学生英語スピーチコンテスト 
飯島会長・牛田・久保田 南中生 4名全員入賞 
彦根シャトークラブ 35周年記念植樹 ＆ 
DBC 締結 20周年記念植樹 出席：飯島会長・牛田 
伊東ライオンズクラブ創立 55周年記念式典 
川奈ホテル 出席：飯島会長 
伊東市手をつなぐ育成会 クリスマス会 
出席：飯島会長・稲葉書記 
YMCA東山荘 新本館献堂感謝祭 18：00～ 
12月例会＆クリスマス家族会 
平成 29年成人式 式典出席：飯島会長 
平成 29年成人式 式典協力：勝又・菅野 
1月例会 富士山部部長公式訪問 
     伊東青年会議所 新年挨拶 
第 2回 富士山部役員会・評議会 樟泉閣(富士市) 
出席：飯島会長・稲葉・勝又・久保田・佐藤・杉本 
第 2回東西日本区交流会 YMCA 東山荘にて 
YMCA青少年スキー教室開催 募集人員 80名 
サンメドウズ清里スキー場 

 

 
 

 

富士山部国際交流事業 

卓話者 森野光晴氏        泉 文雄 主査 
 

11 月例会は佐藤 Ys の司会進行、山田

Ys の開会の言葉で定刻通り始まりまし

た。飯島会長の挨拶では「68 年ぶりの

ウルトラスーパームーンを見る事が出

来ました。また、第 15 回 Ys 杯ドッジ

ボール大会は皆様の協力のもと怪我も

なく無事に開催する事ができました。今

後も事業/活動が目白押しですが、体調

には気をつけ進めていきましょう！」と

話されました。富士山部国際交流事業主

査の泉文雄 Ys よりロールバックマラリ

ア・古切手の説明とお願いがありまし

た。書記報告・誕生/結婚祝いと続き、

内山 Ys による食前の感謝で会食。スマ

イルは菊間 Ys・各委員会からの連絡/報

告。卓話は NPO 法人宇佐美江戸城石丁

場遺跡保存会理事長 森野光晴氏による

「江戸城石丁場遺跡」についてお話を頂

きました。久保田 Ys の閉会の言葉で今

月も無事終了しました。 記：鈴木幸 

 

●クラブミニバナー…追加発注検討中 
●年賀広告…伊豆新聞・ＣＶＡ・ＩＫＣ 例年通り掲載…承認 
●伊東国際交流協会…20周年記念誌 協賛金￥10.000-拠出…承認 
●富士山部…2017年度(次期)富士山部会員増強事業主査として 
      久保田康正 Ys推挙…承認 
●富士山部…ＣＳ基金申請 学童軟式野球大会(新規事業)を申請…承認 
●東日本区…メネット献金 ￥20.000-拠出…承認 
●東日本区…インビテーションキャンペーン開催中 12/1～3/31 
*会報委員会…クリスマス家族会開会前に 1月会報用集合写真 撮影 
*ＥＭＣ…2月 第 2回 EMCセミナー（全員参加型）開催予定 

 

*第 7回運営委員会は 12/28(水)です* 

 訃報 熱海グローリークラブ第 33 代
会長 谷口泰幸Ysが11/23(水)
ご逝去された。享年 75 歳。平成
24 年、厚生労働省「卓越した技
能者：現代の名工」受賞。平成
25 年「旭日双光章」受賞。多方
面に渡り貢献されていただけに
悔やまれる。ご冥福を祈ります。 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

伊東市 5クラブ懇親ゴルフ大会 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/17(木)伊東市 5

クラブ懇親ゴルフ大会

をホストクラブとして

開催。精鋭 7 名で参加

するも健闘虚しく参加

賞に終えた。まぁホス

トを演じたと思えば悔

しくもないか…(笑) 
 

11/27(日 )ときおり
小雨の降る中、彦根市
金亀(こんき)公園運動
施設/芝生広場に彦根
シャトークラブ 35 周
年記念の植樹と伊東ク
ラブとのＤＢＣ締結
20 周年を記念する八
重桜を植樹した。 

 *お知らせ*
 

12月例会 ＆ クリスマス家族会は 
開催日時と会場に変更があります。 

 

12月 23日（金）天皇誕生日 

*例会受付 16：00 開会 16：30 

会    場 ターキールーム(卓球場) 

*Xmas受付 17：15 開会 17：45 

会    場 サンテラス 

 第 485回 1月例会予告

/と   き・・・・・1月 9日(月) 
/受   付・・・・・内山 雅裕君 
/司   会・・・・・齋藤 福男君 
/開会の言葉・・・・・野村 慶和君 
/ワイズの信条・・・・浦頭  薫君 
/食前の感謝・・・・・久保田康正君 
/1分間スピーチ・・・一   同 
/閉会の言葉・・・・・菅野 政典君 

 他クラブ訪問

・11/17(木) 下田クラブ 飯島唯志君・牛田俊夫君・堀口正作君 

・11/26(土)～27(日) 彦根シャトークラブ 飯島唯志君・牛田俊夫君 
 

11 月例会報告 11 月スマイル報告 東日本区・富士山部より 

在 籍 会 員 28 名 コ メ ッ ト 0 名 当月 33.000 円 累計 216.799 円 ・2016/12/1～2017/3/31 

インビテーションキャンペーン 

・2017/1/15(日) 

第 2 回富士山部役員会･評議会 

内功労会員 0 名 ゲ  ス  ト 1 名  ＹＭＣＡ基金
内広義会員 1 名 ビ ジ タ ー 9 名 当月 0 円 累計 0 円 

内療養会員 0 名 出席者総数 36 名 ＢＦ基金(切手) 

出 席 会 員 26 名 出 席 率 96％ 当月 0kg 累計 0kg  熱海ＹＭＣＡより

メ ネ ッ ト 0 名 メーキャップ 0 名  ＢＦ現金
・ＹＭＣＡ維持会員募集中 

 当月 0pt 累計 0pt 
 

会報委員会 委員長：正木 薫 副委員長：鈴木幸枝 委員：牛田俊夫・榎本 博・堀崎龍夫 連絡先 080-1561-1448 FAX0557-38-8789 

会長宅 〒414-0038 伊東市広野 3-4-23 TEL：0557-37-7328 


