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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４７１回  ８月 暑気払い例会 

日時： ２０２０ 年 ８ 月１９ 日（水） １８：００～２０：３０ 

場所： 下田市立中央公民館 小会議室 Tel： 0557-37-1512 

 受付： 土屋恒夫 Y’s 

 司会： 土屋 誠 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 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 土屋健治 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 長田俊児 Y’s  

◇ 閉会点鐘 臼井啓太郎会長 

 

 

 

 

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 

会報  
８月号 

今月の強調月間テーマ 

『CS, 今年はＹＭＣＡサービス, パー

トナーシップが加わる』 

下田クラブの過去の
会報が閲覧できます 

第 41期 下田ワイズメンズクラブ書記 

土屋 恒夫 
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 「 ワイズアラカルト その 2 」 青少年・ＣＳ委員長 長田俊児 

ブリテン投稿記事に困った時のワイズアラカル

ト。久しぶりの登場です。 

今回は今までの皆様に提案した事、思ってい

ても口に出さなかった事等備忘録代わりに書い

てみようと思います。 

 先ずは、以前も書いた覚え？が有りますが、

部一の最小人数で尚且つ離れ小島の様相を呈

する下田から、群雄割拠の本拠地東日本区へ部

長職で派遣され「ここは何処、私は誰」の日々を

経験させて頂きました。しかしながらその結果、今

まで実感として捉える事の出来無かった「ワイズ

の楽しさ」を感覚的に捉える事が出来た様な気が

します。それは「ワイズダムを理解し友と共に楽し

んで活動する事」と理解しました。皆様は如何で

しょうか？ 

 次に私のこの経験を元に提案ですが、今ま

で私達は人数が少ないから、大変だから、遠いか

ら等々都合の良い理由で部区から遠ざかってい

ました。離れ小島はその結果です。そうなると、部

区の状況が特に流れが不明、そして中央のワイ

ズメンとのコミニュケーションが取れない、その結

果で活動が低迷し負のスパイラルとなっている様

な気がします。「皆さん、外へ出ましょう」今期の

部役員は直前部長とクラブ会長です。次期は主

査に出ませんか？主査はいよいよ区役員です。

せっかく縁あってワイズ活動をしている訳ですか

ら、楽しく活動しないと損です。一寸その気にな

れば誰でも楽勝ですし、絶対に楽しいワイズが見

えてきますので！ 

 最後に一点、過日の運営委員会で皆様にお

計りした、下田クラブのレジェンド 池谷 淳Y’sの

奈良傳賞受賞審査は来年４月です。クラブの総

力を挙げて応援しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４７０回 ７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 6 名 

出席率 100 ％ 

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 0名 

 

6月 メイキャップ  1名 修正出席率 100 % 
 

７月スマイル 6,000 円 キャップ累計 0.0 kg 

スマイル累計 6,000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    

８月 Happy Birthday 

土屋健治 Y’s  8月 29日 

８月 Wedding Anniversary はおりません 

今月の聖句 

話がすむと、シモンに「沖へこぎ出し、魚をとるために

網を下ろしなさい。」と言われた。シモンは答えて言っ

た、「先生、わたしたちは夜通し働きましたが、何も取

れませんでした。しかし、お言葉ですから、網をおろして

みましょう」。そしてそのとおりにしたところ、おびただしい

魚の群れがはいって、網が破れそうになった。 

When he had finished speaking, he said to Simon, 

“Now go out where it is deeper, and let down your 

nets to catch some fish.” “Master,” Simon replied, 

“we worked hard all last night and didn’t catch a 

thing. But if you say so, I’ll let the nets down 

again.” And this time their nets were so full of fish 

they began to tear! 

ルカの福音書 第 5章 4～6 節 

パソコン実践ルーム予定 

第３９回  8/15（土）  14：00～  清野宅 

クラウドストレージ Dropboxの使い方 １ 

第 40回  8/29（土） 14：00～  長田宅 

クラウドストレージ Dropboxの使い方 ２ 

第 41回  9/12（土） 14：00～  土屋恒夫宅 

音声加工・編集１ SoundEngine Free 

第 42回  9/26（土） 14：00～  清野宅 

音声加工・編集 2 Audacity 
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定時総会報告  

7 月 15 日（水） 6 時から例会に先駆け下田

市立中央公民館小会議室で開催された。司

会は前年度書記土屋恒夫 Y’s、議長は前年

度会長土屋誠Y’sが務めた。池谷 Y’sが欠席

でしたが、定数を確認し、前年度第 40 期の事

業報告、決算報告、監査報告を審議した。議

案は以下の通り 

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号議案を審議 

第 5号議案 その他 

配布された資料に基づき、土屋誠前年度会長、

各委員会前年度委員長が事業報告を行った。前

年度会計が決算の説明を行い、前年度監事が

会計監査の結果を報告した。その後議案が審議

し議論され、異存なく了承された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月  初例会報告   （書記）土屋 恒夫 

（１）日  時 令和２年７月１５日（水）１８：３０～２０：３0 

（２）会 場  下田市立中央公民館（小会議室） 

（３）参加者  臼井啓太郎、土屋誠、清野大樹、土屋

健治、長田俊児、土屋恒夫（欠１＝池谷淳 Y’s） 

ゲスト・ビジターなし（部長公式訪問、卓話、誕生

結婚祝い なし） 

【 報 告 】 

臼井啓太郎 Y's が１年ぶりに会長に復帰し、第

41期下田クラブがキックオフした。通常なら初例会は

富士山部長の公式訪問、クラブ同士の相互訪問等

があり、祝賀ムードの中で希望と活気に満ちたスター

トとなるはずであった。 

ところが今回は部役員・ゲスト・ビジターがゼロ

（結婚誕生祝いも該当者なし）という、信じられないよ

うな寂しい例会となった。全ては獰猛(どうもう)で狡猾

な新型コロナウイルスのなせる業（わざ）だ。このウィ

ルス（＝「毒」）は一向に終息の気配を見せない。真

夏でも世界中の人達がマスクを離せないと言う異常

事態だ。感染拡大防止のためには行事の自粛やキ

ャンセルもやむを得なかろう。しかし、下田クラブが楽

しみにしていた東日本区大会（十勝大会）までが中

止となり、人間の無力感を感じざるをえない。 

定時総会・例会共にプログラムに沿って淡々と

行われた。臼井会長は“前回は不慣れで十分役目を

果たせなかったが、今回はやや余裕がある。精一杯

頑張る”と決意を語った。 

ワイズの信条・ワイズソングともに皆よく声が出て

よかった。清野大樹 Y's の「食前の感謝」に続きチラ

シ寿司（デリバリー）を美味しく頂いた。歓談の後下

田クラブ第 470回例会は静かに幕を閉じた。 

（smileは 6,000円だった。） 

※下田市の新市長・松木正一郎氏は「①ワンチーム と 

②ウイズコロナ（with coronavirus ）」のスローガンを打ち

出した。これは即、私達のクラブ目標にも当てはまりそう

だ。厳しい状況下にあるが“after コロナ”を想定し希望を

持って前進したい。 

第４７２回 ９月 お月見例会 予定 

日時： ９月１６日（水） 18：30～21：00 

場所： 下田ベイクロシオ （連絡済み） 

下田市柿崎 4-1 ℡ 0558-27-2111 

伊藤一芳富士山部長公式訪問の予定 

プログラム担当 予定者 

受 付 ・・・・・ 土屋  誠 Y’s 

司 会 ・・・・・ 清野 大樹 Y’s 

開会の言葉 ・・・・ 土屋 健治 Y’s 

食前の感謝 ・・・・ 長田 俊児 Y’s 

閉会の言葉 ・・・・ 土屋 恒夫 Y’s 
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富士山部クラブ・YMCA・東日本区行事予定 

２０２０-２１年度東日本区大会は、２０２１年６月１２

日（土）～１３日（日）甲府温村温泉郷 常盤ホテルで

開催される。ここは甲府市の北西部にある温泉街。

昨年度は帯広大会がコロナの影響で中止になった

が、今年はぜひ開催できるように祈っています。 

2019-2020年度 東日本区表彰 

昨年度の東日本区大会は中止になりましたが、６

月２８日標記件の発表がありました。新型コロナウ

イルスの感染防止の観点から東日本区奈良傳賞、最

優秀クラブ賞、ブリテン最優秀賞の選考はされませ

んでした。その他は実施され、下田クラブは EMC-C

部門 出席率優秀賞（90%以上） 下田（99%）を受賞

しました。 

２０２０-２１年度 富士山部 予定 

● 第１回 役員会・評議会  2020年 7月 25日（土） 

会場： 熱海 YMCAセンター 

中止になりました 

● 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 23日（土） 

会場： 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 22日（日） ホスト：熱海クラブ 

会場： 熱海 YMCAセンター 

その他 

● 伊東クラブ ８月例会 

８月１０日（月） 18:30～ 暖香園ボウル 

● 伊東クラブ ９月例会 

９月１４日（月） 18:30～ 暖香園ボウル 

 

他クラブ等訪問 

■ ７月２日（木） 熱海 YMCA理事・運営委員会 

参加者：土屋恒夫 Y’s 

この委員会で、今年度の「中学生英語スピー

チコンテスト」は中止と決定しました。 

■ ７月４日（土） 伊東クラブ 佐藤諭Y’s メネット佐藤友

子さん（7/1ご逝去）の葬儀に臼井会長が出席 

■ ７月５日（日） 富士山部会議 

場所： 熱海聚楽ホテル 

参加者：長田俊児前富士山部長、臼井啓太郎会長 

 

 

 

 

 

 

池谷淳 著書 「人去留影」 （2004年）より 

「十二年の盛夏」 

平成１２年８月１１日、６月末から始まった三宅島

の地震は、神津、新島間の海底地震へと移行し、

東海地震の引き金になるのではないかと不安な思

いで見守っておりましたが、三宅島の噴火を契機

に鎮静してきました。 

その間の２ヶ月に震度３以上の有感地震は９千

回も伊豆諸島とテロップで流され震源の深さは何

キロ津波の危険はありませんとのテレビ放送が流

されました。５分に１回の地震放送ではうんざりと言

うよりは神経衰弱ぎみに成らざるを得ません。 

逃げられない島に残った人たちは、家で寝るの

が恐ろしく庭に車を持ち込み毛布を引いて蚊帳を

吊り夜を過ごしたと報道されていました。 

首長を退任したからとは言え急峻な崖地が崩落し

復旧するにも手が着けられなかった新島の出川村長

の苦労はいかばかりかとお見舞い申し上げます。 

災害の多い地域の首長は常に住民全体への気

配りが行き届いていなければ成りません。住民の

不安の除去から始まり、的確な広聴、広報を通し

て住民に現状を熟知させ、当座の対応にあたらせ

る。 

次を思考することの出来ない程の矢継ぎ早の地

震では当座の対応は応急処置しか出来ません。

一日も早く鎮静して災害復旧に入れることを祈念

しております。 

この年の国の予備費５００億円の中の２００億円

が三宅、新島、神津、式根の災害復旧予算として

計上され、自治体支援は東京都からされる。 

民間の経済の落ち込みは可成り厳しく、此の点

についての災害復旧のための民間金融支援対策

が民意に適合し、きめ細かくされるように祈る。 

第３回 ９月 運営委員会 案内 

日時： 9月 1日（火） 18：00 ～ 

場所： 可否館（１丁目 ℡:0558-22-8092） 

毎月第１火曜日 

https://www.ys-east.or.jp/annualaward/

