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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  『 TOF 』 

TOF = Time of First 断食のとき （タイム・オブ・ファスト） 

世界では、多くの人々や子供たちが飢饉に苦しんでいる。そういう

人々を支援するために、ある月の例会の食事を抜きにして、その

分の金額を献金する。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

第４５５回 ２月 例会  プログラム

日時： ２０１９年２月１３日（水） １８：３０～ 

場所： 下田東急ホテル     下田市 5-12-1 

Tel： 0558-22-2411 

 受付： 土屋 恒夫 Y's 

 司会： 長田 俊児 Y's 

◇ 開会点鐘 臼井 啓太郎 会長 

◇ 開会の言葉 清野 大樹 Y's 

◇ ワイズソング 一  同 

◇ ワイズの信条 土屋 恒夫 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 土屋  誠 Y's 

 

 

◇  会食・懇親 一  同 

◇ 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 平田 充浩 Y's 

◇ 閉会点鐘 臼井 啓太郎 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報  
２月号 

誕生日＆結婚記念日祝い 

２月  Happy Birthday 

Wedding Anniversary 

会員に該当者はいません 

 

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 

神は自分のかたちに人を創造された。すなわち、神のかたちに創造し、男と女とに創造された。神は彼らを

祝福して言われた、「生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせよ。また海の魚と、空の鳥と、地に動くすべての

生き物とを治めよ」。 

God created man in his own image. In God's image he created him; male and female he created them. 

God blessed them. God said to them, "Be fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it. Have dominion 

over the fish of the sea, over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth." 

創世記 第 1 章 27 節, 28 節 

 

１月例会出席等 報告 

在籍者 

内休会員 

正会員数 

功労会員 

出席者 

９ 名 

２ 名 

７ 名 

１ 名 

６ 名 

出席率 

ビジター 

メネット・コメット 

ゲスト 

総出席者数 

１００ ％ 

１０ 名 

0 名 

1 名 

１７ 名 

 
 

12月 メイキャップ 0 名 修正出席率 ％ 

 

1月スマイル １8,000 円 キャップ累計 82.60 kg 

 スマイル累計 113,000円 プルタブ累計 11.95 kg 

 

池谷淳回想録 青雲のとき  

終戦の翌年（昭和 22 年）2 月 1 日に実施が

計画されたゼネ・スト 2.1 ストは、決行直前に

連合国軍最高司令官マッカーサーの指令によ

って中止となった。この事件は、戦後日本の

労働運動の方向を大きく左右しました。 

昭和 27 年、私が旧制下田豆陽中学 2 年の時

でした。2.1 ストの余波で当時の組合長をして

いた先生が馘首になり、その先生を復職させ

るために、ストライキを打ち、約半年間学校

当局と対峙しました。復職のための手立てで

全学連にもお世話になりました。そんな関係

で私は政治に対する触手が強かったとようで

す。 

当時、下田豆陽中学から８名の東大生が在

学していた。当時の社会的状況から彼らは陸

士や海兵を志願していたが、馘首になった先

生から志願の書き直しをされた。終戦になり

その８名の東大生は、志願を書き直したこと

を心から感謝し、先生を深く尊敬し、そして

私たちを指導してくれました。彼らから私は

大きな影響を受けました。 
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 １ 月  新 年 例 会 会報委員 清野大樹 

 

富士山部長渡邉実帆さんの公式訪問を迎えて

新年例会は１月１６日（水）6:30PMから下田東急ホ

テルで開催された。司会は土屋恒夫 Y’s、 会長

の開会点鐘の後、長田 Y’s が開会の言葉を述べ

た。ワイズソングを全員で元気に歌い、ワイズの信

条を清野 Y’s 読み上げ皆で追唱した。 

臼井会長は、新年と時候の挨拶をし、富士山部

長をはじめ熱海クラブの多くの方々、伊東クラブの

方々に歓迎の挨拶を述べ、やはり例会に沢山の

人が集まるのはいいことだと感慨し、会員増強に

尽力したいと述べた。ゲスト・ ビジター紹介では

下記に示した方々を紹介した。 

富士山部長渡邉実帆さんは、下田クラブに毎年

7月と１月に来るのが楽しみにしている。下田クラ

ブの会員数を増やすために、女性委員の勧誘、

若い男性会員の勧誘、音楽活動を通しての勧誘

など叱咤激励を頂いた。 

書記＆委員会報告：土屋恒夫書記は前回１２月

例会から今回の例会までの活動とこれからの予定

について報告した。/平田親睦会委員長から１２月

のクリスマス家族会の反省会を行い次年度の会に

反映させたいと報告があった。 

食前の感謝を急遽長田 Y’s が行い乾杯して懇

談に入った。 

ビジターの方々にショートスピーチをお願いした。

下田は、温和で暖かい、これまでもいい思い出を

それぞれの人が抱いている。願わくはクラブ会員

が増えることを願っている。いろいろなご教示を頂

き身の締まる思いでした。次年度は長田 Y’s が富

士山部長になります。よろしく願います。 

誕生祝いは、当クラブでは長田俊児Y’s（21日）、

清野大樹 Y’s（31 日）、平田由紀メネット（24 日）、

熱海クラブ札埜慶一 Y’s（5 日）、同クラブ山崎英

史 Y’s（25 日）、同クラブ大川貴久 Y’s（5 日）、伊

東クラブ堀口正作 Y’s（11 日）の７名。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。 

開会の言葉：土屋誠 Y’s が遠路の多数の人の

訪問に謝辞を表した。会長が閉会点鐘し 8：２０に

例会を終えた。 

下田クラブ以外から出席して頂いたワイズメン（１1名） 

渡邉実帆富士山部長（沼津クラブ）、札埜慶一富士山部国際交流事業主査（熱海クラブ）。熱海クラブ：深澤勇弘次

期会長、山崎英史直前会長、山崎花子同メネット、村上達也 B副会長、大川貴久ドライバー委員長、沼津クラブ：泉文

雄会長、伊東クラブ：榎本博副書記、堀口正作文献管理委員長、牛田俊夫プロドラ委員長 
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第４５６回  ３月 例会  予定 

日時： 3 月 19日（火） 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 ・・・・・ 長田  俊児 Y’s 

司 会 ・・・・・ 清野  大樹 Y’s 

開会の言葉 ・・・・ 長田  俊児 Y’s 

ワイズの信条 ・・・・ 土 屋  誠 Y’s 

卓話 ・・・・ 田島 整 氏 

食前の感謝 ・・・・ 平田  充浩 Y’s 

閉会の言葉 ・・・・ 土屋  恒夫 Y’s 

卓話者の田島整氏は、仏像研究者として著名な

上原美術館(仏教館)主任学芸員です。 

第 9回  ３月 運営委員会 案内 

日時： 3月 5日（火） 18：30 ～ 

場所： 珈琲苑（西本郷） 

 

 
 

パソコン教室 

第２5 回 1 月 26 日（土） 2 時から長田宅で開

催しました。  LINE の使い方. 

第２6 回 2 月 16 日（土） 2 時から土屋恒夫宅

で開催します。 Media playerの使い方-1 

第２７回 3月 2日（土） 2時から清野宅で開催

します。 Media playerの使い方-2 

iTunes 

 

富士山部クラブ・YMCA・東日本区行事予定 

・ 3/9-10（土・日） 次期クラブ会長・部役員研修会 

東京 国立オリンピック記念青少年総合セン

ター 3/9 10:30～3/10 12:30 会費\10,000 

出席予定：臼井会長、長田次期部長 

・ 3/11（月） 伊東クラブ 3月例会 暖香園 6:30 

なお、伊東クラブ２月例会［2/11（月）］は

「TOF」のために出席しません。 

・ 3/25（月） 熱海クラブ 3 月例会が開催され、青木

義美 Y’s の家に STEP 留学したスリランカ

人の卓話「スリランカアワー」があります。 

KKRホテル熱海 6:30 登録料 \4,000 

・ 5/19（日） 第 3回富士山部 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 

・ 1/14（月） 伊東クラブ １月新年例会 暖香園 

出席者：臼井会長、清野 Y’S、長田 Y’s は

体調不良のため急遽欠席 

・ 1/27（日） 第 2回富士山部役員・評議会  

熱海 YMCA 会館 役員会 15:00 評議

会:16:15 

出席者：臼井会長、長田次期富士山部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

第 6回子供筝曲体験教室が平成 31年 3月 24日（日）9：30～11:30に下田市民文化会館で開催されます。 

興味ある方に小学生だけでなく親にも参加を呼びかけましょう。受講料は無料です。申込み・問合せは土

屋恒夫 23-1521 

また、クラブ会員は会場の設営、お茶会の用意、片付けの協力をお願いします。 

訃報 

佐々木眞澄 Y’s は、2019年（平成 31年）1月 23日に急逝されました。享年７３でした。謹んでご冥福

をお祈りいたします。 

会長 臼井啓太郎 

お知らせ 

5月例会の卓話者に「伊豆歩倶楽部」会長の

笹本祀長氏にお忙しいところ引き受けていた

だきました。演題は未だ決まっておりません。 


