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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４７８回  ４月 例会 

日時： ２０２１年４月２１日（水） 18:30～21:00 

場所： 下田市中央公民館 小会議室 

下田市 4丁目 6-16 ℡ 0558-23-5055 

 司会： 土屋健治 Y’s  受付：清野大樹 Y’s 

◇ 開会点鐘 臼井啓太郎会長 

◇ 開会の言葉 長田俊児 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 

◇ 食前の感謝 土屋恒夫 Y’s 

◇  会 食 一 同 

■ 鈴木久仁夫氏 「自己紹介」  

◇ 誕生祝い／結婚祝い 親睦委員会 

◇ スマイル 親睦委員会 

◇ スマイル報告 親睦委員会 

◇ 閉会の言葉 土屋 誠 Y’s 

◇ 閉会点鐘 臼井啓太郎会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 出席率報告 プロ・ドラ委員会 

 

 

 

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  
４月号 

今月の強調月間テーマ 

『 LT 』 

（ Leadership Training ） 

 

例会見学者 鈴木久仁夫 氏 

下田クラブの過去の

会報が閲覧できます 
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 EMCのまとめ EMC委員長 長田俊児 

①長田 Y’s 

内容が大まかなのでもっと具体的にの指摘。 

?? 今回の投稿文は EMC委員長として今後の方針

や進捗予定を示したもので、具体的な事柄は皆様

にお願いした内容の報告を待って示します。 

②土屋恒夫 Y’s 

・下田クラブは少数精鋭でまとまっているため、つい

現状を楽観視しがち。 

・人員不足は各団体にとって大きな悩みで共通事

項。 

どのような対策を講じているのか 

そのノウハウも参考にしたい。 

?? 少数精鋭についての落とし穴を指摘して頂きま

した。 

各団体の人員不足対策については、 

ぜひ聞き取り調査をお願いします。 

③土屋健治 Y’s 

・女性会員の獲得には会費の軽減を考える。 

・アプローチの対象を子育ての終わった PTA経験

者に。 

・定年退職した時間に余裕のある人達へのアプロ

ーチ強化。 

・下田ワイズの実績と今後のビジョン資料を用意し

て会員獲得に役立てる。 

?? 分かりやすい手法です。ではそこでもう一歩踏

み込んで、会費軽減の額(クラブ実務に裏付けされ

た)やアプローチ対象者の選定方法を検討し報告を

お願いします。 

下田ワイズの実績やビジョンの掘り起こしは、EMC

には非常に有効なグッズです。ぜひ実現しましょう。 

④清野 Y’s 

素直に現状を分析して頂きました。反省と進歩は背

中合わせですので、真摯な反省は進歩には大事な

要素かと思います。しかし、change2022アンケート

は現状を如実に物語ってますね。モチベーションが

下がります。 

?? 会費案件は当然ワイズ活動全般に関わる事柄

ですので、慎重に対応をお願いします。 

一番気になるのは、会費を下げれば本当に EMC

は改善するのかそれとも、アンケートに現れている

ように時代的な要素が大きく関わっているのではな

いかという事です。 

質素にして精神的な満足感が保てるのか(モチベ

ーションが維持出来るのか？)不安が募ります。 

メンタルな面は人それぞれですので 

慎重な調査、準備が必要かと思います。 

次回のご意見をお待ちします。 

⑤ 土屋誠 Y’s 

EMCが滞っている多くの原因を分析して頂きまし

た。 

ただ、折角のご意見が、ブリテン投稿がないために

全員で共有できません。文章にしてあれば、自分で

も検討しやすいばかりかメンバーと会の記録にも残

ります。 

仕事柄お忙しいのは分かっていますが、大分時間

も経過しましたので昨日の内容をぜひブリテン投稿

して貰えれませんでしょうか。(箇条書きで OKで

す。)次回の EMC会議は４月例会ですので、4/18

日(日)までに清野 Y,sまでメール送付をお願いしま

す。誠さんの EMC分析をぜひ有効利用させて下さ

い。宜しくお願いします。 

⑥臼井会長 

３月例会欠席のためご意見を伺えませんでした。 

 今月の聖句 

わたしの内に、すなわち、わたしの肉の内には、善なるものが

宿っていないことを、わたしは知っている。なぜなら、善をしようと

する意志は、自分にあるが、それをする力がないからである。 

For I know that in me (that is, in my flesh) nothing good 

dwells; for to will is present with me, but how to perform 

what is good I do not find.  

ローマ人への手紙 第 7 章 18 節 

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    

４月の Happy Birthday 

池谷 淳 Y’s （4 月 29 日 米寿） 

土屋成子メネット（4 月 12 日） 

Wedding Anniversary 

清野大樹・テイ子夫妻 4 月 9 日 

長田俊児・敏江夫妻   4 月 26 日 
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              アサギマダラのお話 CS 委員長 長田俊児 

たまたま偶然に知ったアサギマダラです。 

過日の朝、新聞に目を通してまし

たらこの蝶々の事が記事になってい

ました。下田山間のホテル園庭に、

アサギマダラが群雄し宿泊客の間で

話題になっているとの記事でした。 

写真をみると揚羽蝶に勝るとも劣

らない大型の綺麗な蝶々でした。お

まけに記事によるとこの蝶は「渡り」

をする珍しい種類だそうです。蝶々が渡り？

鳥では有るまいしそんな事が？とちょっとカ

ルチャーショックでした。 

早速ネットで調べるとなんと台湾にまでの、

2,500km にも及ぶ渡りをするとの事でした。

大型とはいえ、あのヒラヒラと舞っている

蝶々です。そんな事がと驚きました。 

このホテルの近くには下田クラブメンバー

の清野 Y’s が住んでいます。早速電話をいれ、

アサギマダラを知っていますかと訪ねました

ら、なんと自宅の庭にも居るよと仰有るでは

有りませんか。ええ！と驚くと共に話を伺い

ました。「フジバカマ」という植物の蜜を吸い

に来ているとの事で綺麗な蝶々だよとのお話

でした。聞けばこの地域を「アサギマダラの

里」にという計画も有るとの事でした。幾つ

になっても知らない事が有る、人生死

ぬまで勉強と言う言葉が頭に浮かびま

す。 

色々な事が頭に浮かびます。例えば、

保護活動している地域の方に卓話をし

て頂こう、下田クラブのマスコット蝶

に出来ないか？ 

渡りのポイントで、Y’s クラブを探

し交流もいいね、等々アイデアが尽きません。

そうだ、西表島に居る元クラブメンバーに聞

いてみようとすぐ電話してみました。すると、

いるよ畑に一杯いるよと仰有るではありませ

んか。何かこの蝶が一変に身近な蝶になりま

した。 

しかし、調べれば調べるとほどすごい蝶々で

す。私が知らなかっただけで、もう半世紀以

上も前から日本各地でこの蝶の調査が始まっ

ていました。やはり人の好奇心は凄い。アサ

ギマダラネットワークなるものが存在し、マ

ーキング調査等により渡りの地域や距離など

か解明されつつ有るようです。でも奥深い凄

い蝶々です。調べれば調べるほど興味が湧い

てきます。     「次号に続く」 

 

 祝：卒業 愛のランドセル 書記 土屋 恒夫 

（１） 

時は4月新学期。身体からはみ出さんばかりの

大きいランドセルを背負った1年生が行く。何て

可愛いのだろう。事故などに合わず大きく育って

欲しいと祈る。 

（２） 

ランドセルと言えば私には忘れがたい思い出

がある。それは今は亡き弟とタッグを組み姪の二

女・美里ちゃんにプレセントしたランドセルのこ

とだ。 

（３） 

神奈川県座間市に住む姪は二人の娘を持つシ

ングルマザーとして日々奮闘、3 人で質素に暮ら

す。だが、美里ちゃんの小学校入学を巡りある問

題が浮上した。 

ランドセルは姉のお下がりで済ませると言う

のだ。家計を考えての窮余の一策だったのだろう。

それを聞きつけた私の弟は開口一番「それはなら

ぬ！」と猛反対。小学校教師だった彼は、一年生

を計 16 回担任したキャリアを持つ。新入生は新

品のランドセルを背負い張り切って登校し、教室

にはピカピカのランドセルが所狭しと並ぶのだ

そうだ。美里ちゃんだけが中古品ではあまりにも

不憫だと主張。彼の発案で私達兄弟は真新しいラ

ンドセルを共同購入。贈られた美里ちゃんはとて

も喜んだ。 

（４） 

当時弟は再度食道がんを患い、非常に厳しい状

況にあった。美里ちゃんのランドセルに執着した

のも死期を意識しての行動だったように思える。

それから間もなく彼は天国へと旅立った。兄さん

は長生きして、の言葉を残して・・・。以来6年

が経過。先月姪からお礼の電話が入り、ランドセ

ルとともに美里ちゃんが無事小学校を卒業した

ことを知った。 

私は弟に“おおい、俺達の贈った「愛のランド

セル」が立派に役目を果たしたそうだぞ。最後に

二人で良いことが出来てよかったなあ～。”と告

げた。それは弟との“友情のランドセル”でもあ

った。 
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第４７７回 ３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 
  

3月スマイル 8,000 円 キャップ累計 0.0 kg 

スマイル累計 49,000円 プルタブ累計 0.0 kg 

出席者数 ５ 名 

出席率 ８３ ％ 

出席者総数 ６ 名 

ゲスト 1名 

ビジター 0名 

メネット・コメット 0名 
 
１2月 メイキャップ  0名 修正出席率  % 
  

３月  例会報告 会報委員長 清野 大樹 

３月例会は、定例 3 月 17 日（水）18:30

から下田ベイクロシオに於いて開催されま

した。参加者は、例会見学者鈴木久仁夫

氏のほか会員は 土屋 誠、清野大樹、土

屋健治、土屋恒夫、長田俊児の 5 名、欠

席は２名、出席者合計６名、司会は清野

Y’s でした。 

会長欠席のため土屋恒夫 Y’s が開会点鐘を鳴ら

し、土屋健治 Y’s は開会の言葉でコロナ過の厳しい

現況を踏まえ健康に十分気を付け頑張りましょうと述

べた。ワイズソングは音声不調でアカペラで合唱。ワ

イズの信条唱和の後、今回参加された鈴木久仁夫

氏について土屋恒夫Y’sが紹介した。一緒に詩吟を

しているのでお誘いした。後で詳しくお話しすることと

した。 

書記報告（恒夫 Y’s）は 2月から

現在までの活動とこれからの予定

を報告。CS委員会報告（長田Y’s）

横川パークメンテとワイズ桜花見に

ついて報告し、ワイズの足跡を訪

ねてシリーズを継続させたいとした。 

場所を隣室に移しノンアルコールで乾杯し会食し

た。会食後、鈴木久仁夫氏の紹介があり、その後彼

を交えて、会員増強 EMC の議論を同委員長長田

Y’s の司会で活発に行った。内容は 2頁の「EMCの

まとめ」に記してある。 事情により１月の誕生祝いを

行いました。議論で長引いたためスマイル、出席

率報告、閉会の言葉で終了した。
 

第４７９回  ５月 例会 予定 

日時： ５月１９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 

 

第 1１回 ５月 運営委員会 案内 

日時： 5月 4日（火） 

詳細は未定です。決まり次第 LINE で連絡い

たします。 
 

２０２０-２１年度 東日本区 予定 

● 第２４回 東日本区大会 

2021年 6月 12日(土)～13日(日)  

ホストクラブ： 甲府２１ワイズメンズクラブ 

リモート開催 

２０２０-２１年度 富士山部 予定 

● 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： 静岡 YMCA 熱海センター 

● 静岡 YMCA総会 

2021年５月１５日 

会場： 静岡 YMCA 熱海センター 

● 伊東クラブは ４月例会は中止。 

５月、６月例会は通常通り開催。 

● ワイズ杯ゴルフコンペ 

日時・場所 6/9(水) 沼津ゴルフクラブ 

申込 5/27 

 

 

 

 

 

 

 

パソコン実践ルーム予定 

第 48回  4/17（土） 14：00～  長田宅 

ホームぺージの作り方・原理：HTML-1 

第 49回  5/1（土） 14：00～ 土屋恒夫宅 

「ビデオエディタ・フォトの使い方 -１」 

第 50回  5/15（土） 14：00～  清野宅 

「ビデオエディタ・フォトの使い方 -2」 

 


