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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４７４回  １１月 例会 

日時： ２０２０年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 

 受付： 土屋健治 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 土屋恒夫 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 

◇ 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 土屋 誠 Y’s 

◇  会 食 一  同 

◆ 卓話「筝曲と私」 吉田秀染先生 

演奏  土屋佳歩さん、里美奈々子さん 

◇ 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 清野大樹 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  
１１月号 

下田クラブの過去の
会報が閲覧できます 

清野 Y’s の家のフジバカマに飛来してきた

旅する蝶アサギマダラ 
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第４７３回 １０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 ５ 名 

ゲスト 0名 

ビジター 0名 

メネット・コメット 0名 

 

8月 メイキャップ  0名 修正出席率  % 
 

10月スマイル 5,000 円 キャップ累計 0.0 kg 

スマイル累計 22,000円 プルタブ累計 0.0 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

１０月  例会報告   

例会は 10 月 21 日 18：30

から下田ベイクロシオで開か

れました。goto トラベルの効果

でお客さんがいつもより多く、

大きな音を出さない様に配慮。

臼井会長が欠席したため急遽

直前会長の土屋誠 Y’sが代理

を務めた。司会は土屋健治 Y’s で開始した。 

土屋誠直前会長が開会点鐘を厳かに鳴らした。開

会の言葉で長田 Y’s がコロナに負けずに元気に頑張

ろうと宣言す。ワイズソングを歌い、司会者健治 Y’sが

読み上げるワイズの信条を全員で復唱した。 

会長挨拶は前会長土屋誠が行い、最近の goto キ

ャンペーンの状況を話された。書記報告で富士山部

の部報が発行され長田直前部長の記事が掲載され

ていること。10 月 31 日のジオツアーについての詳細

な説明が長田 Y’s よりあり、清野会報委員長は会報

10 月号が未完である事を謝罪

した。 

場所を移して会食。土屋恒

夫 Y’s が美味しい料理を食べ

れることに感謝する。食事だけ

では勿体無い料理であったの

でノンアルコールを皆で飲ん

だ。会員だけでしたが楽しい

団らんであった。 

誕生日祝いは長田敏子メネッ

ト、結婚記念祝いは土屋恒夫夫

妻でした。スマイルは出席者全

員から頂きました。閉会の言葉と

閉会点鐘を土屋誠会長代理が

行なった。 

その後 wi-fi が使える６回の図書室に移動して、

Zoom の勉強会を行った。全員熱心に取り組んだ。 

 

今月の聖句 

朝の三時ごろ、湖の上を歩いてイエスさまが弟子た

ちの方へ向かってきました。弟子たちはイエスさまが水

の上を歩いているのを見ると恐ろしくなりました。恐怖の

あまり、「あれは幽霊だ」と叫びました。しかし、イエスさ

まはすぐに弟子たちに話しかけました。「恐れてはいけ

ません。勇気を出しなさい。私はここにいます」とイエス

さまは言いました。それからペテロがイエスさまに叫びま

した。「主よ、もし本当にあなたでしたら、私に水の上を

歩いてあなたのところへ来るように言ってください。イエ

スさまはいいました。「わかりました。来なさい。」 そこで

ペテロは舟のへりを超えて、水の上を歩いてイエスさま

の方へ行きました。 

About three o’clock in the morning Jesus came 

toward them, walking on the water. When the 

disciples saw him walking on the water, they were 

terrified. In their fear, they cried out, “It’s a 

ghost!” But Jesus spoke to them at once. “Don’t be 

afraid,” he said. “Take courage. I am here!” Then 

Peter called to him, “Lord, if it’s really you, tell 

me to come to you, walking on the water.” “Yes, 

come,” Jesus said. So Peter went over the side of 

the boat and walked on the water toward Jesus. 

マタイ伝福音書 第 14 章 25～29 節 

第４７５回 1２月 クリスマス例会 予定 

日時： 1２月 1６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 ・・・・・ 長田 俊児 Y’s 

司 会 ・・・・・ 土屋 恒夫 Y’s 

開会の言葉 ・・・・ 土屋  誠 Y’s 

食前の感謝 ・・・・ 清野 大樹 Y’s 

閉会の言葉 ・・・・ 土屋 健治 Y’s 

 

 

会長代理をした土
屋誠直前会長 

結婚記念祝い 
土屋恒夫・成子ご
夫妻 10 月 15 日 

Happy Birthday 
長田敏江メネット 
  10 月 13 日 
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「石廊崎ジオサイト探検記」 ドライバー委員長 長田俊児 

まずはプロローグ。我らが母なる大地、

伊豆半島は太古の昔に遥か遥かの南か

らやって来ました。私達が夢と希望に満

ちた王子様の頃、その心を虜にした「ひ

ょっこりひょうたん島」と言う TV ドラマが

有りましたが皆様も覚えていますよね？ 

伊豆半島はそのモデルなんですなん

て？ ちょっと違うのは、ひょっこり島はド

ン・ガバチョを乗せてプカプカと海上を、

伊豆半島は海の底を海底火山を乗せて

よいしょよいしょとやって来た事です。こ

れが今の素晴らしい伊豆半島の誕生秘

話？です！と言う訳でメンバーの皆様に、

いつも何気なく接している伊豆の大地の

魅力を再認識して頂くお手伝いをと、ク

ラブ初めての屋外卓話を実施いたしま

した。 

まずは第一弾。手慣らし足慣らしを兼

ね 2018 年世界認定された伊豆半島ジオパーク

の中でもその人気が高い石廊崎ジオサイトを訪

れました。そして、同時に再開発された石廊崎オ

ーシャンパーク内のビジターセンターを起点にサ

イト探訪の始まり始まり。当日は、天気晴朗なれど

も風強し。ま、快晴なので良しとします。参加は今

回小勢の四人と土屋成子メネットの計五人です。

オーシャンパーク駐車場へ十時半集合。皆、元

気元気で張り切っています。 

勿論認定ジオガイド付きです。この石廊崎ジオ

サイトだけでなく、伊豆半島ジオパークはすべて

太古の時代の火山がその要因と言っても過言で

はなく、そしてその多様性からガイドの力を借りて

初めて理解と楽しさが満喫できます。よって他の

サイトにおいても、その地域のガイドを依頼をされ

る事をぜひお勧めします。 

さ、まずは、「日和山」。駐車場サイドの小高い

丘？です。(でも、海抜は 100m？)帆船の時代、石

廊崎港(長津呂湾)が風待ち港だった頃、この山へ

登って海の状況を見極めたそうです。視界抜群で

伊豆七島は遠い三宅島まで良く見えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に「猪ノ鼻」。石廊崎灯台へ行く散策路

途中から灌木の中へ。ここはガイド同行でな

いと入れないとの事で興味深々です。灯台

西側の先端部で、海は広いな大きいな

240°のフルオープン！ 猪の鼻先に似た奇

岩とザクザクした「水冷破砕溶岩」の広～い

岩場。大おろし金状態です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下ざらっと流します。散策路途中の日本最

古の洋式灯台を誇る石廊崎灯台、そして岬先端

部の溶岩が侵食された中に築造された 1300 年

超えの石室神社、更には最先端部には海の神を

祭る熊野神社等々興味がつきませんね。 

今回初めての屋外での卓話でしたが、やはり

青空の下は最高ですね。もう、気分も伸び伸び。

何ものにも代え難いものが有ります。今後も我々

の母なる大地、伊豆半島の秘密を少しずつ紐解

いていければと思いますのでまた皆様に提案さ

せて下さい。 

（ジオガイドの長田敏江メネットに案内して頂きま

した。）

一般人は入れない猪ノ鼻の海岸 

日和山から見た絶景 

ジオツアーのガイ
ドをして頂いた長
田敏江メネット 



 p. 4 下田ワイズメンズクラブ 会報 2020 年 11 月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０-２１年度 東日本区 予定 

● 第２４回 東日本区大会 

日時： 2021年 6月 12日(土)～13日(日) 

会場： 甲府湯村温泉郷 常磐ホテル 

ホストクラブ： 甲府２１ワイズメンズクラブ 

２０２０-２１年度 富士山部 予定 

● 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 12月クリスマス家族会 

12月 14日（月） 18:30～ 暖香園ボウル 

担当： 青少年・CS委員会 

● 伊東クラブ 1月 新年例会 

1月 11日（月） 本クラブとの合同例会は未定 

決まり次第 LINEで連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

池谷淳 著書 「人去留影」 （2004年）より 

 

（前月会報の続き） 

各クラブは学生の夏季休暇の

期間に計画した「くわがた採集」や

「山岳キャンプ」、そして海水浴等

への年間のクラブ青年事業として

執行しました。 

秋のスポーツシーズンには伊東のドッジボール

大会、富士の少年サッカー大会、下田の施設の子

供達を連れて行く柿狩園の参加等おこなわれまし

た。 

この時期 IBC、 DBC が各クラブ毎にわれまし

た。 

東山荘で行われた YY フォーラムには富士山部

から３４名参加をし、一泊二日の豊かな自然と秀麗

な富士山と対置しながら少年の日の思い出を噛締

めた楽しい研修でした。 

東山荘の木立の中に冬咲く河津桜２０本を下田

クラブから寄贈し沼津、御殿場両クラブのメンバー

で植栽しました。東山荘の庭に草花や花木を意識

的に植栽すべきだと思います。 

 YMCA の自然の砦として、 四季折々の季節

の花を東日本区の各地で地域の象徴的な樹種を

寄贈できないでしょうか。 

４月、５月は恒例の三島のウォーキング、下田の

日米いかだ乗り競争が富士山部全クラブ参加で１

０１艇の参加を得て賑やかに挙行されました。 

６月１４日から１６日に開催された沖縄那覇市で

の第５回東日本区大会は１００名を超すメンバーで

参加しました。 区の企画や部の企画、クラブの企

画等参加することで盛大にフォローアップ出来るも

のは、より多くの参加を要請してきました。そのた

めに役員の信頼と指導力が求められます。 

部長としては東日本区役員会に第４回アジア地

区大会（台中市０１年８月）、第５回東日本区大会

沖縄那覇市に出席し、９月の部会、評議会３回

夫々開催した。最後にこの一年間の運営と事業実

施について献身的に奉仕をして頂いた部役員一

人ひとりと各クラブ会員の皆様に心からお礼を表

すと共に部の更なる発展を心から祈念申し上げま

す。（完） 

パソコン実践ルーム予定 

第 43回  11/14（土） 14：00～  長田宅 

メールソフト Outlookの使い方 2 

第 44回  11/28（土） 14：00～  土屋恒夫宅 

メールソフト Outlookの使い方 3 

第 45回  12/12（土） 14：00～  清野宅 

音声編集ソフト audacityの使い方 

 

 

「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    

１1 月 Happy Birthday  

清野テイ子メネット 11月 16日 

１1 月 Wedding Anniversary 

居りません 

第 6回 12月 運営委員会 案内 

日時： 12月 1日（火） 18：00 ～ 

場所： 可否館（１丁目 ℡ 0558-22-8092） 

毎月第１火曜日 


