
 

 

 

 

 

会報１１月号 

第３６期 

（２０１５-１６年） 

  

TTHHEE  SSEERRVVIICCEE  CCLLUUBB  OOFF  YYMMCCAA  

AAFFFFIILLIIAATTEEDD  WWIITTHH  TTHHEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  OOFF  YY’’SS  MMEENN’’  SS  CCLLUUBBSS  

 

 

““TToo  aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  dduuttyy  tthhaatt  aaccccoommppaanniieess  eevveerryy  rriigghhtt””  

「「強強いい義義務務感感ををももととうう。。義義務務ははすすべべててのの権権利利にに伴伴うう」」  

  

  

CHARTERED 
June 10, 1980 

 

下田クラブ会長主題 『 継 続 』 

【 国 際 会 長 主 題 】『信念のあるミッション』 

【アジア地域会長主題】『愛をもって奉仕しよう』 

【東日本区理事主題】『原点に立って、未来へステップ』 

【富士山部部長主題】『みんなで参加・みんなで奉仕』 
 

強 調 月 間 

『ワイズ理解、ファミリーファスト』 

11 月 10 日はワイズデー、日本で初めてワイズメンズクラブが国

際協会に加盟した日を記念して定められた。「ワイズ理解」は、

ワイズをより深く理解する月間です。東日本区の HP には情報

が満載されています。「ファミリーファスト」は、家族で一食（目標

は一家族 500円）を抜いて献金をする。実施しましょう。 

 今月の聖句 

人はパンのみによって生きるものにあらず、神の口

から出る一つ一つの言葉によって生きるのである。 

Man shall not live by bread alone, but by every 

word that proceeds out of the mouth of God. 

マタイによる福音書第 4章 4節 （土屋恒夫 Y's 選） 
 

第４１６回 １１月 例会 プログラム 

日時：２０１５年１１月１８日（水） 時間：１８：３０～２１：００ 

場所：下田東急ホテル 

 受付：土屋 恒夫 Y’s 司会：奥居 邦保 Y’s 

●開会点鐘 長田 俊児 会長 

●開会の言葉 臼井 啓太郎 Y’s 

●ワイズソング  一  同 

●ワイズの信条 清野 大樹 Y’s 

●会長挨拶(ｹﾞｽﾄ・ﾋﾞｼﾞﾀｰご紹介) 長田 俊児 会長 

●書記&委員会報告 書記&各委員会 

●食前の感謝 池谷 淳 Y’s 

●スピーチ 清野 大樹 Y’s 

●誕生日＆結婚記念日祝い  親睦委員会 

●スマイル 親睦委員会 

●出席率&スマイル報告 プロ・ドラ&親睦委員会 

●閉会の言葉 土屋 儀忠 Y’s 

●閉会点鐘 長田 俊児 会長 

１１月 Happy Birthday 

清野 テイ子 メネット （16日） 

１１月 Wedding Anniversary はおりません。 

富士山部クラブ・YMCA行事予定 

・伊東クラブ 40周年記念例会  11月 22日(日) 

・YMCA第３０回中学生英語スピーチコンテスト 

11月 21日（土） 12:30～  熱海市起雲閣 

 

  

１０月 例 会 出 席 報 告  

在籍者 

内休会会員 

出席者 

出席率 

１４ 名 

４ 名 

８ 名 

８０ ％ 

ビジター 

ゲスト 

メネット・コメット 

出席者総数 

2 名 

0 名 

0 名 

１0 名 

９月修正出席率 － メイキャップ 0 
 

１０月スマイル 

スマイル累計 

５,000円 

６４,500円 

プルタブ累計 

キャップ累計 

0 kｇ 

0 kｇ 

第４１7回 １２月例会 予定 

日時： １2月１6日（水） 18：30～21：00 

場所： 下田東急ホテル 

プログラム担当予定者 

受 付 佐々木眞澄 Y’s、土屋 誠 Y’s 

司 会 ・・・・・・・ 櫻井 宏 Y’s 

開会の言葉 ・・・・・・ 土屋 恒夫 Y’s 

ワイズの信条 ・・・・・・ 臼井 啓太郎 Y’s 

食前の感謝 ・・・・・・ 清野 大樹 Y’s 

閉会の言葉 ・・・・・・ 奥居 邦保 Y’s 

第 6回 12月 役員会・運営委員会 予定 

 日時： 12月 1日（火） 場所： こむらさき（予定） 

役員会 19：00 ～ 19：30 

運営委員会 19：30 ～ 21：00 

 

  

会 長  長田 俊児 

副 会 長  池 谷  淳 

副 会 長  桜 井  宏 

直前会長 糸賀 元房 

書 記 清野 大樹 

会 計 奥居  邦保 

監 事 佐々木眞澄 

監 事 土 屋  誠  

例会日  毎月第三水曜日 

例会場  下田東急ホテル 
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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３６期会報委員会：委員長:清野

大樹(☎ 090-2798-4529)，副委員

長:土屋恒夫，委員:池谷淳 

事務局：〒415-0013 静岡県賀茂

郡南伊豆町下賀茂 3-71 (長田俊

児会長宅) ☎ 0558-62-2840 

 



 

コラム 雑学（頭の体操）  奥居邦保 会計 

「光陰矢の如し」初めて教わったのは、小学校だったか中

学校だったか。子供の頃には単なる知識だったものが、人

生も終盤にさしかかった現在になると実感としてひしひしと

感じられる。 

季節もはや晩秋。騒がしかった虫の音も、いつの間にか

哀愁を帯びて聞こえるのは気のせいか。秋の葉は赤黄緑、

錦に染まっている。錦の葉を敷き、肴を乗せ、旨き酒を佳き

友と酌み交わす。それこそが夜長の秋の最上の過ごしかた。

酔眼に愚言を重ねて時を忘れる。そんな友も少なくなり、た

だ長き無為の連続をやり過ごす。思い描いていた晩年はも

っと違ったものだったのに。 

読書週間に入った。ヘレン・メリル、サラ・ヴォーンなど、ジ

ャズを聞きながら本を読む。好きな時間の過ごし方だった。と

言うことで、さあ読書でもと思っても眼鏡を掛けるようになって

からは・・・。そんな訳でついテレビ。雑学王関係は好きな番

組のひとつ。漢字の読み書きは少しは自信があったが、ワー

プロ・パソコンに頼るようになってからは書く方はアウト。読む

方はまだまだ、と思っていたが、読めないものが沢山ある。と

いうことで、皆さんにも挑戦して頂くことにした。 

○ 生き物です 

① 鰈と鱚 （デート中の女の子がします） 

② 蝗と飛蝗 （片方は食べられます） 

③ 蜻蛉と赤蜻蛉 （飛んでいますよ） 

④ 海豚と海豹 （水族館で見られます） 

⑤ 鸚と金糸雀 （籠の中で） 

⑥ 蝸牛と家鴨と旗魚 （虫 家畜 魚） 

追加：姦しい （女が３人集まると） 

解答は例会中に。 乞う健闘！ 

 NPO 法人熱海 YMCA 11 月理事・運営委員会 土屋恒夫同委員会委員 

11月 5日 18:30～20:15 熱海YMCAセンターに於いて開催

される。出席者は 16名。青木義美委員が司会。 

竹内敏朗理事長の挨拶に続き、各担当委員、担当理事､運営

委員よりクラブの現況報告があった後次の議事に入った。 

１.第３０回中学生英語スピーチコンテスト準備 

期日 2015年 11月 21日（土）起雲閣音楽サロン 

１１時 受付、１２時 30分 開会 

１１月４日までの参加生徒は１３校４１名の申し込み有り。 

審査委員：竹内理事長、土屋委員、ALT２名 

参加賞３０回記念品授与：鈴木道夫理事、 

会場設営・受付・写真撮影：熱海クラブ担当、司会者：本

田留美、など。 

２、YMCAセンター修繕の件 

１）倉庫解体・・取り壊し、内部の廊下を片付けて資材置き

場を設置する。工事税込 356,400円で決定。 

２）トタン屋根は建築時より塗替えを行っていないため、保

護の為の塗装する。予算 299,230円に決定。 

２件共１２月中施工。 

 

10 月 21 日、下田東急ホテルの小さい部屋で開かれた。

司会は土屋恒夫 Y's。長田会長の「開会点鐘」で始まり、奥

居 Y's の「開会の言葉」のあと、「ワイズソング」を歌い、佐々

木 Y'sが「ワイズの信条」を読み上げ皆で反復した。 

長田会長の挨拶

で、池谷 Y's の近況

や、9月27日の富士

山部会で 2014 年度

後期「特別賞」と楯を

授与され激励された

こと（右写真）、常総

市水害の支援金の要請があり、今日の例会で募金をしたい、

と話された。そして、運営委員会の審議を踏まえ、最近会員の

メネットさんが入院されることが多くなりお見舞い金をあげる明

確な会則・規定がなく、また会則・規定の整合性を検討するた

めの「会則研究委員会」（仮称）の設置とその委員（清野 Y's、

奥居 Y's、土屋誠 Y's、土屋恒夫 Y's）が指名された。 

ビジターとして伊東クラブから出席された飯島唯志次期会

長と堀口正作会計監査の２名の紹介があった。 

その後、書記報告、委員会報告があり、青少年CS委員会

（土屋恒夫 Y's）は、婆娑羅峠の草刈りは既に綺麗に整備さ

れており、すぎのこ作業所の都合もあり今回は中止とし、そ

の代わり来年春に同作業場所と協働で循環道路の清掃活

動を検討する。また、会報委員会の報告があった。続いて、

土屋誠 Y'sが「食前の感謝」をして、会食に入った。 

会食の後、伊東クラブの飯島 Y'sと堀口 Y'sがショートスピ

ーチした。常総市の水害支援募金は 6,000 円集まった。親

睦委員会とプロ・ドラ委員会が「スマイル」して「出席率&スマ

イル報告」した。櫻井 Y's の「閉会の言葉」の後「閉会点鐘」

で例会は終了した。 

誕生日祝い 

10 月誕生日の人は、長田 

敏江 メネットさん。 

結婚記念祝い 

佐々木 眞澄 Ys・はる子さ

んご夫妻と土屋 恒夫 Ys・成

子さんご夫妻の２組でした。 

他クラブ訪問 

10/12伊東クラブ例会： 土屋誠 Y's、佐々木眞澄 Y's 

11/5  熱海 YMCA理事・運営委員会：土屋恒夫 Y's 

１０月 例 会 報 告 

 

熱海 YMCA News 
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