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CHARTERED 
June 10, 1980 

 

ワイズメンズ国際協会・東日本区・富士山部 

下田ワイズメンズクラブ 

第３９期（２０１８-１９年度） 

 

 

 主題 

下田クラブ会長 『 少 数 精 鋭 』 臼井 啓太郎 
【 国 際 会 長 】  “Yes, we can change”  Moon Sang Bong （韓国） 

【アジア地域会長】 “Act ion” 田中 博之 （東日本区） 
【東日本区理事】 “為せば、成る” 宮内 友弥 （東京武蔵多摩） 
【富 士山部長 】 “生き活き！ワクワク！仲間と共に！” 渡邉 実帆 （沼津） 

 

今月の強調月間テーマ  『 EMC/MC 』 

E=Extension（クラブ拡張、新クラブ設立）, M = Membership（会員増

強）, C = Conservation（会員の維持養育・意識高揚、出席率向

上）  豊かなクラブライフを実現しましょう． 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

第４５３回 １２月 チャリティー クリスマス家族会  プログラム

日時： ２０１８年１２月１９日（水） １８：００～ 

場所： 下田東急ホテル     下田市 5-12-1 

Tel： 0558-22-2411 

 受付： 土屋  誠 Y's、 清野 大樹 Y's 

 司会： 平田 充浩 Y's 

◇ 開会点鐘 臼井 啓太郎 会長 

◇ 開会の言葉 土屋 恒夫 Y's 

◇ ワイズソング 一  同 

◇ ワイズの信条 長田 俊児 Y's 

◇ 会長挨拶(ｹﾞｽﾄ・ﾋﾞｼﾞﾀｰご紹介) 臼井 啓太郎 会長 

◇ 書記&委員会報告 書記・各委員会 

◇ 食前の感謝・乾杯 清野 大樹 Y's 

◇  会食・懇親 一  同 

 

◉ クリスマス ミニコンサート 下田吹奏楽団 

◉ オークション 

◉ 抽選会 

◇ 誕生日＆結婚記念日祝い  親睦委員会 

◇ スマイル 親睦委員会 

◇ 出席率・スマイル報告 プロ・ドラ委員会 

◇ 閉会の言葉 佐々木 眞澄 Y's 

◇ 閉会点鐘 臼井 啓太郎 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報  
１２月号 

誕生日＆結婚記念日祝い 

１月 Happy Birthday 

 １0日 芹沢 秀晃 様 

１月 Wedding Anniversary 

おりません 

THE SERVICE CLUB OF YMCA 

AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL OF Y’S MEN’ S 

CLUBS 

事務局：〒415-0022 静岡県下田市２丁目 ５－９ 

 (臼井啓太郎会長宅) ☎ ０５５８-２３-３００７ 

第３９期会報委員会：委員長: 長田俊児(☎ 090-3252-5573)， 

副委員長 清野大樹 

クラブ情報 

会 長： 臼井啓太郎 
副 会 長： 池谷 淳 
直前会長： 臼井啓太郎 
書 記： 土屋恒夫 
会 計： 土屋 誠 
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今月の聖句 

神はまた言われた、「水は生き物の群れで満ち、鳥は地の上、天のおおぞらを飛べ」。神は海の大いなる獣

と、水に群がるすべての動く生き物とを、種類にしたがって創造し、また翼のあるすべての鳥を、種類にしたがっ

て創造された。神は見て、良しとされた。神はこれらを祝福して言われた、「生めよ、ふえよ、海の水に満ちよ、ま

た鳥は地にふえよ」。夕となり、また朝となった。第五日である。 

God said, "Let the waters swarm with swarms of living creatures, and let birds fly above the earth in 

the open expanse of sky. "God created the large sea creatures, and every living creature that moves, 

with which the waters swarmed, after their kind, and every winged bird after its kind. God saw that it 

was good. God blessed them, saying, "Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let 

birds multiply on the earth." There was evening and there was morning, a fifth day. 

創世記 第 1 章 20 節, 21 節, 22 節, 23 節 

 

１１月例会出席等 報告 

在籍者 

内休会員 

正会員数 

功労会員 

.９ 名 

１ 名 

８ 名 

１ 名 

出席者 

出席率 

ビジター 

総出席者数 

６ 名 

８６ ％ 

１ 名 

７ 名 
 

10月 メイキャップ 0 名 修正出席率 ％ 

 

 

 

1１月スマイル ５,000 円 キャップ累計 82.60 kg 

 スマイル累計 ８１,000円 プルタブ累計 11.95 kg 
 

相馬勝さん、酔蓮さん、その他多くの方々からボトルキ

ャップとプルタブを頂きました。ありがとうございました。 

「エコキャップ運動」 会報、横文字委員長 長田俊児 

12/11(火) 懸案のプルタブ、ペットボトルキャップの

寄付先が決まり、ようやく処分できたのでメンバーにご

報告します。一頃はもてはやされた案件では有るが、

最近はどうもいまいちの感がある。特にボトルキャップ

が甚だしく引取先がない。 

理由を聞くと、他地の専門業者に送らなければなら

ず送料その他で赤字状態に等しいらしい。建前上は

キャップ 800個でポリオワクチン(小児マヒ)１本となって

いるので、世界の特に東南アジアの子供達には救世

主みたいな物だと思われるけど。 

いい機会だから、ちょっと掘り下げて(ネットで)

調べてみたのだけどなかなか大変。この紙面で

は到底おさまらないので超簡潔に書くと、要は一

時不透明な処理業者が出て本当にワクチンにな

っているか分からないという問題に端を発し、更

には集める事が目的ではなく真の目的はゴミを

減らす事という論理と、大量に集めてワクチンに

するとの矛盾から、この運動は混乱状態を呈して

いるようだ。 

今回下田クラブは、この運動を今回で止めるという

方向だがこういった内容については話し合った事がな

かった。同じ止めるにしてもやはり理解してからが必

要と感じた。 

ちなみに今回は、キャップ 80.2kg をマックスバリュ

伊豆下田店にそしてプルタブ 12kg を社会福祉協議

会に寄付しましたが、双方の皆様には非常に気持ち

よく対応して頂いた事を感謝申し上げます。 私自身

いまいちの理解不足なので、ピントの合わない記事に

なってしまった事をお詫び致します。 
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第３３回熱海ＹＭＣＡ中学生英語スピーチコンテスト 

熱海ＹＭＣＡ運営委員  土屋恒夫 

① 日 時 201８年１１月 2４日（土）1２：３0～1６：０0 

② 会 場 熱海市・起雲閣（音楽ホール） 

③ 審査員 土屋恒夫、三井敏正、Sol Mendoza、Akierah Binns 

④ 参加者 出場生徒 32名、保護者・引率教師他約１5名、ワイズ・ＹＭＣＡ関係者約１0名：合計約 57名 
 

どの生徒にも門戸開放されており、公立私立多種

多様な仲間と競い合うことで英語力アップを図る”目

的で開催される中学生英語スピーチコンテスト。回を

重ねること３3 年。英語教材を用いた「暗唱」、夢や体

験を述べた「自作」の 2 分野にわたり今年も多くの生

徒が熱弁を振るった。 

私は全体挨拶で“Welcome to Atami ＹＭＣＡ 

junior high school students English speech contest！”

と参加者を歓迎した。さらに“Our contest has a mile 

long history.  This is the 33rd contest.”

とその長い歴史に言及した。ここまで発

展して来たのも関係者の変わらぬ努力

があったからに他ならない。感謝の気持

ちを強くする。 

 賀茂地区から応募した２人は強豪に

交じり見事入賞を果たした。熱海ＹＭＣ

Ａ理事長賞に輝いた下田東中 3 年の土

屋和加さん（英検 2 級合格）と、自作の

部で 3 位になった河津中 3 年の太田和佳さん（title: 

More Attractive Person）である。32名の参加者は、も

のおじせず堂々とスピーチをしており、返ってこちらが

刺激を得るほどだった。審査員冥利に尽きる。 

 私は judgeを２年経験した後、審査委員長の重責を

任せられ 7 年目を終えた。今ではすっかり慣れ、自ら

のやりがいの一つとなっている。可能な限りこのボラン

ティアを続け、少しでも若者達の役に立てればこれに

勝る喜びはない。 

 
 

1１ 月 例 会 報 告 
 

 例会は定刻６時３０分、土屋誠 Y’ｓの司会で始まる。

伊東クラブから牛田俊夫プロ・ドラ委員長１人が参加さ

れ、下田クラブは２名が欠席し少し寂しい例会となった。

例会は大勢の方が楽しく食事も旨い。 

会長の開会点鐘のあと、急遽長田 Y’s がまん丸の月

を見ながら開会の言葉を述べ、ワイズソング、ワイズの信

条（清野 Y’s）と進み、会長挨拶で臼井会長は寒い折体

調に気を付け少人数でも楽しくやりましょう。また、次期

富士山部のホスト役を務める準備を伊東クラブの牛田氏

に全面的に協力を頂きながら進めていると述べた。 

土屋恒夫書記が書記報告、プロドラ委員会から伊東ク

ラブのクリスマス家族会の説明、横文字委員会から DBC

の札幌北クラブにミカンを送ったことの報告があった。 

長田 Y’sが食前の感謝し、珍しく釜飯の和食を味わ

った。 

誕生祝いは清野テイ子メネット、結婚記念祝いはおり

ませんでした。 スマイル沢山いただきました。ちょっと

調子が良く出席した佐々木Y’sが開会の言葉を述べ、

会長が閉会点鐘し少し早目に例会が終わった。 
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富士山部大会報告 臼井啓太郎 

９月に予定されていた富士山部大会が、台風のた

め延期され、１２月１日（土）10 時３０分ニューウェルサ

ンピア沼津で開催されました。下田クラブからは、土

屋恒夫、土屋誠、長田俊児、清野大樹、臼井啓太郎

の５名が参加しました。 

開会点鐘、開会挨拶、ワイズの信条・ワイズソングの

後、渡邉実帆富士山部長が挨拶し、来賓の紹介し、

続いて熱海 YMCA 理事長森重雄様（４つの喜ばしい

ことの紹介など）・アジア太平洋地域会長田中博之様

（来年７月仙台で開催されるアジア太平洋大会等）・

東日本区理事宮内友弥様（来年６月１-２日の東日本

区大会開催などについて）のご挨拶がありました。 

懇親会の後、セミナーとしてクイズ形式でテーブル

ごとにグループに分かれ討論を行った。CS・EMS等に

付いて他クラブの方々の考えを知り、大変有意義なも

のでした。このような形式は初めてで、新鮮に感じられ

ました。最後に富士山部の歌を合唱し、閉会となりまし

た。 

来年度は、長田富士山部長のもと、下田クラブが中

心となって大会を運営しなければなりません。その為

の大きな参考となる大会でした。 

  
  

第４５４回  １月 新年例会  予定 

日時： １月 16日（水） 18：30～21：00 

場所： 下田東急ホテル 

下田市 5-12-1  tel 0558-22-2411 

プログラム担当 予定者 

受 付 ・・・・・ 平田  充浩 Y’s 

司 会 ・・・・・ 土屋  恒夫 Y’s 

開会の言葉 ・・・・ 長田  俊児 Y’s 

ワイズの信条 ・・・・ 清野  大樹 Y’s 

食前の感謝 ・・・・ 佐々木眞澄  Y’s 

閉会の言葉 ・・・・ 土 屋   誠 Y’s 

第 7回  １月 運営委員会 案内 

日時： 1月 8日（火） 18：30 ～ 

場所： 珈琲苑（西本郷） 

 

 

パソコン教室 

12月 15日（土）2時から 清野宅 実施 

第 24回 LINEの概要、設定等 

1月 12日（土）2時から 長田宅で開催します。 

第２5回： LINEの使い方. 

 

 

富士山部クラブ・YMCA・東日本区行事予定 

・ 12/23（日） 伊東クラブ 12月クリスマス家族会 

伊東/暖香園 6:30 

・ 1/14（月） 伊東クラブ １月新年例会 暖香園 6:30 

・ 1/27（日） 富士山部 第 2 回 役員・評議会 沼津

ニューウェルサンピア 

・ 5/18（土） 富士山部 第 3回 役員・評議会 ホスト

/下田クラブ（熱海 YMCA会館 13:00） 

他クラブ等訪問 

・ 11/24（土） 第 33 回 熱海 YMCA 中学生英語スピ

ーチコンテスト 出席者：土屋恒夫 

・ 12/1（土） 富士山部部大会 沼津 ニューウェル

サンピア 参加者：臼井会長、土屋恒

夫書記、土屋誠会計、清野 Y’s、長田

Y’s 

 
 


