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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４１期（２０２０-２１年度） 

 

 

 

 

 

 

 
 

主主主題題題 

下田クラブ会長 『少数でも頑張るぞ 』 臼井啓太郎 
【国際会長】 “Value, Extension and Leadership”  Jacob Kristensen 

【アジア地域会長】 “Make a difference!” David Lua 

【東日本区理事】 “変化を楽しもう！” 板村哲也 

【富士山部長】 “ワイズだから出来る事が有る！ 

 粋にやろうぜ！富士山部！” 伊東一芳 

クククラララブブブ情情情報報報 

会 長： 臼井啓太郎 
副 会 長： 池谷  淳 
直前会長： 土屋  誠 
書 記： 土屋 恒夫 
会 計： 土屋  誠 
監 事： 長田 俊児 
監 事： 清野 大樹 

 

第４７０回  ７月 初例会 

日時： ２０２０年 ７月１５日（水） １８：３０～２１：００ 

場所： 下田中央公民館 小会議室 Tel： 0557-37-1512 

 受付： 長田俊児 Y’s 

 司会： 土屋恒夫 Y’s 

◇ 開会点鐘 臼井啓太郎会長 

◇ 開会の言葉 土屋 誠 Y’s 

◇ ワイズソング 一  同 

◇ ワイズの信条 司 会 

◇ 会長挨拶 臼井啓太郎会長 

◇ 書記報告 土屋恒夫書記 

◇ 委員会報告 各委員会 

◇ 食前の感謝 清野大樹 Y’s 

◇  会 食 一  同 

◇ 誕生祝い／結婚祝い 親睦委員会 

◇ スマイル 親睦委員会 

◇ 出席率報告 プロ・ドラ委員会 

◇ スマイル報告 親睦委員会 

◇ 閉会の言葉 土屋健治 Y’s  

◇ 閉会点鐘 臼井啓太郎会長 

 

 

 

第41期 下田ワイズメンズクラブ会長 

臼井 啓太郎 

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 41 期 会報委員長 :清野大樹(☎ 090-2798-4529)， 

THE SERVICE CLUB OF YMCA 

AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL OF Y’S MEN’ S 

CLUBS 

第 40 期 土屋 誠 会長 

会報  
７月号 
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巻頭言 「 少 数 でも頑 張 るぞ 」 第 4１期会長 臼井啓太郎 

第 38期（2017年度）と第 39期（2018年度）会長を務めました。今期（2020年度）もまた会長を務め

ることになりました。下田ワイズメンズクラブは、富士山部の中で最小メンバーのクラブです。したがって、最

大の課題は“会員増強”です。従来の事業を大事にしながら、これに全力を注ぎます。 

これまでの「青少年座禅教室」、「子供筝曲体験教室」、「すぎのこ作業所との交流」などの CS事業を充

実させると共に卓話を活発化して、前年度迎えた創立４０周年の後の活動を継続し盛り上げていきます。 

また、親睦にも力を入れ、たのしいワイズにします。 

 
 

 

 

 

今月の聖句 

すぐ近くに石の水がめが六つ置いてありました。ユダヤ

人の清めの儀式のためのものです。イエスさまは手伝

いの人たちに言いました。「水がめに水を満たしなさい。」

水がめがいっぱいになると、宴会の主人が水を味わう

と、それがぶどう酒に変わっていた。 

Standing nearby were six stone water jars, used 

for Jewish ceremonial washing. Jesus told the 

servants, “Fill the jars with water.” When the jars 

had been filled, When the master of ceremonies 

tasted the water that was now wine. 

 ヨハネによる福音書 第 2章 6 節～9節 

 

 

 

第４６９回 ６月 例会出席等 報告 

在籍者 

内休会員 

8 名 

１ 名 

正会員数 

功労会員 

７ 名 

１ 名 
 

出席者数 ５名 

出席率 ８３ ％ 

出席者総数 ６ 名 

ゲスト 0名 

ビジター 0名 

メネット・コメット 1名 

 

5月 メイキャップ  名 修正出席率  

 

６月スマイル 3,000 円 キャップ累計 0.0 kg 

スマイル累計 133,000円 プルタブ累計 0.0 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕誕誕生生生日日日祝祝祝いいい＆＆＆結結結婚婚婚記記記念念念祝祝祝いいい    

７月 Happy Birthday 

７月 Wedding Anniversary 

どちらも該当者はおりません 

今月の強調月間テーマ 

『キックオフ、YMCA サービス、ASF、RBM』 

下田クラブの過去の
会報が閲覧できます 

第４１期委員会メンバー 

◉ 会長等役員は１ページに示す 

 委員会 委員長 委員      

プロ・ドラ委員会 清野 大樹 長田 俊児 

親睦委員会 土屋  誠 土屋 健治 

青少年 CS委員会 長田 俊児 土屋 恒夫 

会報委員会 清野 大樹 

EMC委員会 臼井 啓太郎 （他全員） 

熱海YMCA運営委員 土屋 恒夫  

定時総会  

日時： ７月１５日（水） 18:00 ～ 18:30 

場所： 下田中央公民館小会議室 

司会： 直前書記 土屋恒夫 Y’s、 

議長： 直前会長 土屋 誠 Y’s、 

議案 

第 1号議案 第４０期 事業報告 

第 2号議案 第４０期 決算報告 

第 3号議案 第４０期 監査報告 

第 4号議案 上記第 1～3号議案審議 

第 5号議案 その他 
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臨時総会報告  

6 月 1７日（水） 6 時から 6 時 30 分まで。例会

に先駆け臨海荘で開催された。司会は次期書

記土屋恒夫 Y’s、議長は次期会長臼井啓太

郎 Y’sが急の葬儀で欠席したため土屋誠会長

が務めました。池谷 Y’s が欠席でしたが、定数

を確認し、次年度第 41 期の役員、基本方針、

事業計画、予算を提案して審議して、了承さ

れました。 

議案審議は以下の通り 

第１号議案 第 40期 役員選任 

第２号議案 第 40期 会長基本方針 

第３号議案 第 40期 各委員会事業計画・予算 

第４号議案 第 40期 予算案 

第５号議案 上記第 1～4号議案審議 

第６号議案 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

６月例会報告    監事 長田 俊児 

下田ワイズメンズクラブ第 40 期を締め括る 6 月例

会の開始です。新型コロナウイルス感染症対策によ

り中止となった 4、5月例会を経て2か月ぶり。会場は

急逝した元メンバー糸賀ワイズの臨海荘。そして今

日は臨時総会、更には今期開催の下田クラブ４０周

年及び部大会ホストクラブの打ち上げと盛り沢山で

す。 

会場の臨海荘は、

故糸賀ワイズのメ

モリアルとしてご家

族の強い意志によ

り昨年新築された

海辺の和風旅館で

す。当日は、メンバ

ー全員で海辺の小 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高い丘にある糸賀ワイズのお墓にお参りし、誰からも

愛された可愛い呑兵衛だった糸賀ワイズの席も会場

に設えてもらいました。 

臨時総会も無事終わり、今日のメインイベントの開

始です。今日の例会は、メンバーの懇親に特化した

例会を企画しました。特別な一年でしたし、これがワ

イズの奉仕パワーとなってきっと戻って来ますので。 

隣の宴席に入ったとたん、メンバーの歓声が起こり

ました。「鯛やヒラメが舞い踊る」との表現は聞いた事

は有りますが見たのはこれが初めてです。海辺の宿

ですし、ご子息が漁師で調理人であるにしても感激

のおもてなしでした。 

まずは司会、私長田の皆様へのご挨拶です。本

当にお疲れ様でした。部最小クラブの結束力が如何

なく発揮され、また自覚を持てた素晴らしい一年でし

た。 

そして故糸賀ワイズのこの臨海荘で念願の例会が

出来た事で、ご本人と長年に渡りワイズを支えて頂

いたご家族に少しだけ御恩返しが出来たような気が

しますと申し上げました。 

 そして大役が終わった安堵感と共に、「余りにも

美味しい」漁師さんが自ら腕を振るう海の幸と、メンバ

ーが「心の滋養」と表現した潮騒に癒されながら頂く

お酒は本当に素晴らしいものでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご馳走の一つアワビ 
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富士山部クラブ・YMCA・東日本区行事予定 

初例会は、例年７月に実施されるが、今年度は新

型コロナウイルスの影響で各クラブの判断で実行

するかどうか決め、他クラブへの訪問は控える。ま

た、富士山部長公式訪問は７月は行わないが、そ

れ以降の月に行う。下田クラブは９月例会に訪問

する。 

２０２０-２１年度 富士山部 予定 

● 第１回 役員会・評議会  2021年７月２５日（土） 

中止 

● 富士山部 部大会 2020年 9月 26日（土） 

富士山 YMCAグローバル・エコ・ヴィレッジ/富士宮 

● 第２回 役員会・評議会  2021年 1月 ? 日（土） 

熱海 YMCAセンター 

● 第３回 役員会・評議会及び次期役員研修会 

2021年 5月 ? 日（？） ホスト：熱海クラブ 

その他 

● 伊東クラブ ７月例会 

7月 13日（月） 18:30～ 暖香園ボウル 

● 伊東クラブ ８月例会 

８月１０日（月） 18:30～ 暖香園ボウル 

 

他クラブ等訪問 

■ 7月５日（日） 富士山部会議 

参加者：長田俊児前富士山部、臼井啓太郎会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司 会 ・・・・・ 土屋  誠 Y’s 

開会の言葉 ・・・・ 清野 大樹 Y’s 

食前の感謝 ・・・・ 土屋 健治 Y’s 

閉会の言葉 ・・・・ 長田 俊児 Y’s 

 

 

司 会 ・・・・・ 土屋  誠 Y’s 

開会の言葉 ・・・・ 清野 大樹 Y’s 

食前の感謝 ・・・・ 土屋 健治 Y’s 

閉会の言葉 ・・・・ 長田 俊児 Y’s 

 

 

司 会 ・・・・・ 土屋  誠 Y’s 

開会の言葉 ・・・・ 清野 大樹 Y’s 

食前の感謝 ・・・・ 土屋 健治 Y’s 

閉会の言葉 ・・・・ 長田 俊児 Y’s 

 

 

第４７１回 ８月 暑気払い例会 予定 

日時： ８月１９日（水） 18：30～21：00 

場所： 下田市民文化会館 & 会食場所は未定 

プログラム担当 予定者 

受 付 ・・・・・ 土屋 恒夫 Y’s 

司 会 ・・・・・ 土屋  誠 Y’s 

開会の言葉 ・・・・ 清野 大樹 Y’s 

食前の感謝 ・・・・ 土屋 健治 Y’s 

閉会の言葉 ・・・・ 長田 俊児 Y’s 

 

 

パソコン実践ルーム 

第３８回 ７/２５（土） 14：00～土屋恒夫宅 

Zoom 2 スマホで使う 

第３９回  8/8（土）  14：00～  清野宅 

クラウドストレージ Boxの使い方 

第 40回 8/22（土） 14：00～  長田宅 

SoundEngine Free音声加工・編 

 

第 2回 8月 運営委員会 案内 

日時： 8月 4日（火） 18：00 ～ 

場所： 可否館（１丁目 ℡:0558-22-8092） 

毎月第１火曜日 

「青少年座禅教室」の中止について 

毎年、下田市加増野の報本寺で富永隆明住職

の指導の基で行われていたいましたが、今年度は

新型コロナウイルス感染防止のため止む無く中止す

ることになりました。来年度は実施する予定ですの

でご期待ください。 
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