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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４７３回  １０月 お月見例会 

日時： ２０２０年１０月２１日（水） １８：３０～２１：００ 

場所： 下田ベイクロシオ 下田市柿崎 4-1 ℡ 0558-27-2111 

 受付： 土屋 誠 Y’s 司会： 清野大樹 Y’s 

◇ 開会点鐘 臼井啓太郎会長 

◇ 開会の言葉 土屋健治 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 

◇ ゲスト・ビジッター紹介 臼井啓太郎会長 

◇ 富士山部長挨拶 伊藤一芳部長 

◇ 書記報告 土屋恒夫書記 

◇ 委員会報告 各委員会 

● 場所移動 

◇ 食前の感謝・乾杯 長田俊児 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 土屋恒夫 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  
１０月号 

下田クラブの過去の
会報が閲覧できます 

富士山部大会 9/26 富士宮 朝 霧 高 原  
植樹会で臼井会長が下田クラブの植樹をしま
した 
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第４７２回 ９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 

 

7月 メイキャップ  0名 修正出席率  % 
 

8月スマイル 6,000 円 キャップ累計 0.0 kg 

スマイル累計 12,000円 プルタブ累計 0.0 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ９月  暑気払い例会報告  会報委員長 清野大樹 

例会は 9 月 16 日 18：30 から下田ベイ

クロシオで開かれました。今月は富士山

部長公式訪問。伊藤一芳部長を始め、

山本昭宏書記、小林隆司会計、宮崎善

旦副会計(富士宮クラブ)、青木義美ユー

ス事業主査（熱海クラブ）の５名の方に参

加して頂きました。最近は外部からの参

加者が無く久しぶりの賑やかな例会とな

りました。 

司会は清野が担当し、臼井会長の開会点鐘の後、土

屋健治ワイズが

開会の言葉で開

会宣言。ワイズソ

ング、ワイズの信

条に続き、会長

挨拶。ゲスト・ビ

ジッター紹介で

は先の人達を紹介した。 

伊藤一芳部長挨拶：下田まで来るのが昔と比

べ楽になり時間が短くなったと感慨深くお話にな

った。 書記報告、各委員会報告の後、場所を海

の見えるベランダに移し BBQ。ホテルの計らいで

我々の為に用意してくれた。 

その後雑談をしながら、食事を頂きました。スマ

イルも 6,000 円頂きました。閉会の言葉を土屋恒

夫長田ワイズが述べ、臼井会長の閉会点鐘で終了しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

今月の聖句 

しかしイエスさまは言いました。「その必要はありません。

あなた方が群衆に食べさせない。」 「しかし私たちに

はパンが五つと魚が二匹しかありません。」 弟子たち

は答えました。 「それをここへ持って来なさい。」 イエス

さまが言いました。イエスさまは群衆に草の上に座るよ

うに言いました。イエスさまは五つのパンと二匹の魚を

取り、天を見上げて、それらを祝福しました。それからイ

エスさまはパンをばらばらに裂いて弟子たちに与え、弟

子たちがそれを人々に配りました。人々は全員が食べ

たいだけ食べました。後で弟子たちが食べ残しを拾い

集めると、かごに十二個分になりました。その日、女性

と子どもに加えて、男性五千人ほどが食べさせてもら

いました。 

But Jesus said, “That isn’t necessary -- you feed 

them.” “But we have only five loaves of bread and 

two fish!” they answered. “Bring them here,” he 

said. Then he told the people to sit down on the 

grass. Jesus took the five loaves and two fish, 

looked up toward heaven, and blessed them. Then, 

breaking the loaves into pieces, he gave the bread 

to the disciples, who distributed it to the people. 

They all ate as much as they wanted, and 

afterward, the disciples picked up twelve baskets of 

leftovers. About 5,000 men were fed that day, in 

addition to all the women and children! 

マタイ伝福音書 第 14章 16～21 節 

第４７４回 1１月 例会 予定 

日時： 11 月 18 日（水） 18：30～21：00 

場所： 下田ベイクロシオ 

下田市柿崎 4-1 ℡ 0558-27-2111 

プログラム担当 予定者 

受 付 ・・・・・ 土屋 健治 Y’s 

司 会 ・・・・・ 長田 俊児 Y’s 

開会の言葉 ・・・・ 土屋 恒夫 Y’s 

食前の感謝 ・・・・ 土屋  誠 Y’s 

閉会の言葉 ・・・・ 清野 大樹 Y’s 

「筝曲」ついての卓話と実演を予定してい

ます。 

 

Happy Birthday 

土屋 誠 Y’s  9 月 5 日 

土屋恒夫 Y’s  9 月 12 日 

臼井啓太郎 Y’s 9 月 28 日 
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 「富士山部部長を振り返って」  直前部長 下田クラブ 長田俊児 

6 月末までの任期が終わり早や 10 月末。何

と早いことか！現職の時はかなり充実した時を

過ごし、しっかりと時間を把握していたのに今

はその観念が喪失状態。良いのか悪いの

か？さてさて。 

2019 年度、大げさに言えば波乱万丈の一

年間でした。今更ながらワイズへのカルチャー

ショックから始まり、ついて行くのに精一杯。こ

こは何処？私は誰？あなたは誰？これ何の

事？大変！大変！大変！でも、暫くすると薄

もやが晴れるように少しずつ周りが見えてきて、

大変の中に楽しさが混じり始め“さあ後期だ

“部長主題の実践が漸く見えて来ました。 

しかし、そんな時です！日本全体を、いや

世界全体を揺るがすコロナの大激震が発生し

ました。部は勿論一溜まりも有りません。何より

不幸だったのは、誰も経験した事がないウイ

ルスの仕業であり、何をどうしたら良いかが分

らず全ての活動が止まってしまった事です。

出来た事は様子を見ながらの情報収集だけ。

部内各クラブへもその情報伝達しか出来ませ

んでした。具体的な内容ではなく、情報から得

た注意喚起しか出来ないのは本当に忸怩たる

思いでした。この紙面をお借りし、改めて皆様

に部としてのお詫びを申しあげます。私自身も

漸く部からワイズの楽しさを引き出しかけたの

に、その実践と検証が出来ませんでした。残

念でなりません。 

一頃“with コロナ“の言葉が盛んに言われま

したが、その時は何を言ってるんだろうと思っ

てました。でもその言葉が現実になった今、ワ

イズの在り方がどうなって行くのかは、皆さま

個人個人のワイズに対する思いがすごく大事

な要素になると思っています。ワイズダムを本

当に自分のものとして捉え「共に歩もう、素晴

らしきワイズ」 

 

 富士山部 部大会   会報委員長 清野大樹 

2020 年度富士山部大会が、9 月 26 日（土）富士山

YMCA グローバル・コ・ヴィレッジで 10 時 45 分から介

されました。下田クラブから会長の臼井さんの車に乗

せていただき長田直前部長と清野 Y’s の３名が出席

しました。 

「おとのくにプラスによる演奏」に始まり、伊藤一芳

部長開会点鐘、稲葉晃司富士宮クラブ会長開会の

挨拶と富士山部長挨拶があった。来賓・ゲストの紹介

の後、2019 年度富士山部表彰を長田趙前部長が行

なった 

そして、表紙に示した記念植樹（ブルーベリー）を

各クラブそれぞれ行った。 

それが終わって、増田隆富士山部監事が乾杯し

て 宮 BBQ が始まった。 

朝霧 A5 さろーいんステーキ、富士宮焼きそば伝

授と各グループごとの BBQ と盛りだくさんの料理に

参加者はみな満足した。 

小原進一次期部長の閉会の言葉、部長の閉会点

鐘で終りとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門家が作る富士宮やきそばと特別ステーキ 
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1０月 特別企画 

石廊崎ジオガイド 

講師 長田敏江さん 

10 月３１日 10 時 30 分 現地集合 

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 

臼井会長、長田直前部長、清野 Y’s３名出席 

● 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 10 月例会 

10 月１2 日（月） 18:30～ 暖香園ボウル 

● 伊東クラブ 1１月例会 

1１月９日（月） 18:30～ 暖香園ボウル 

 

 

 

 

 

 

 

 

池谷淳 著書 「人去留影」 （2004 年）より 

 

（前月会報の続き） 

自然は未来を生きる子供達のもの

です。明日を担う子供達に豊かな夢と

誇りと勇気を与えられるものは、先を歩

く私たちの進取で勇気ある愛情豊かな

生き様です。 

その道の一端を心ある仲間と語り、行動し、開かれ

た世界を作る運動を展開することが残された人生の課

題だと決意しました。 

そのために「心を開こう、町を拓こう」をテーマーに

三百余名のメンバーとともに頑張ってきました。 

メンバーの暖かい友情と崇高な理念に支えられ励ま

され任務を果たすことができましたこと心からお礼申し

上げます。 

キックオフの 7 月と 1 月の初例会は原則として各クラ

ブからビジター５～６０名ほどの参加があります。  

富士山部特有のシステムのようでクラブによっては

異論もありますが私は素晴らしい友情の証だと思いま

す。 

メンバー数の少ないクラブにとっては多くの仲間の

出席は勇気とやる気を起こさせ、スマイルもかなりの金

額になります。地域では少ないメンバーでも同じ志をも

つ仲間がたくさんいる連帯感に勇気と希望が湧いてく

るものです。 

近隣という地の利によりますが、部の結束という意図

からは有意義な習慣だと思います。 

第19 回アジア大会には、富士山部が最大会員数な

のでできるだけ多くの 参加を要請した結果、年間最

大の繁忙シーズンにもかかわらず３０余名の参加を 

得られました。 

9 月 2 日の第 24 回富士山部の部会が下田市のベ

イステージで小原武夫理事他 7 名の来賓と 120 名の

メンバーの出席で開かれました。 

臨時評議会で事業主査７人、LF 担当役員に熱

海クラブの鈴木道雄ワイズが承認され、親睦会は下

田湾をサスケハナ号でクルージングを楽しみながら

和気藹々のうち盛大に終了しました。 

（次号に続く） 

パソコン実践ルーム予定 

第 42 回  10/11（土） 14：00～  清野宅 

スマホで zoom 

第 43 回  11/7（土） 14：00～  長田宅 

メールソフト Outlook の使い方 2 

第 44 回  11/21（土） 14：00～  土屋恒夫宅 

メールソフト Outlook の使い方 3 

 

「２００１～０２年度富士山部長を終えて」 

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    

１０月 Happy Birthday  

長田敏江メネット 10 月 13 日 

１０月 Wedding Anniversary 

土屋恒夫 Y’s。成子メネット 10 月 15 日 

第 5回 11月 運営委員会 案内 

日時： 11 月 3 日（火） 18：00 ～ 

場所： 可否館（１丁目 ℡ 0558-22-8092） 

毎月第１火曜日 


