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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 

『EMC/MC』 

MC=Membership & Conservation 会員増強と維持養育 

「会員増強」は勿論クラブの会員数を増やすこと。「維持養育」

は出席率を上げ、会員意識高揚をはかり、豊かなクラブライフ

を実現すること。どちらも本クラブにとって切実で緊急な課題。

手を携えて取り組みましょう。 

 今月の聖句 

怠るものよ、蟻の所へ行き、そのなすところを見て、

知恵を得よ。 

Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, 

and be wise. 

旧約聖書箴言第 6章 6節 （土屋恒夫 Y's 選） 

 

第４１７回 １２月 例会 プログラム 

日時：２０１５年１2月１5日（火） 時間：１８：３０～２１：００ 

場所：下田東急ホテル 

 受付：佐々木眞澄 Y’s土屋 誠 Y’s 

 司会：櫻井 宏 Y’s 

●開会点鐘 長田 俊児 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 臼井 啓太郎 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 清野 大樹 Y’s 

●クリスマス家族会 参加者一同 

●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 奥居 邦保 Y’s 

●閉会点鐘 長田 俊児 会長 

１2月 Happy Birthday はおりません。 

１2月 Wedding Anniversary はおりません。 

第 7回 1月 役員会・運営委員会 予定 

 日時： 1月 5日（火）  場所： 池谷宅（予定） 

役員会 19：00 ～ 19：30 

運営委員会 19：30 ～ 21：00 

 

 

  

１１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 

９ 名 

９０ ％ 

ビジター 

ゲスト 

メネット・コメット 

出席者総数 

３ 名 

0 名 

0 名 

１２ 名 

１０月修正出席率 － メイキャップ 0 
 

１１月スマイル 

スマイル累計 

５,000円 

６９,500円 

プルタブ累計 

キャップ累計 

3.0 kｇ 

23.8 kｇ 

プルタブは酔蓮さんから 2.9kg.土屋恒夫Y'sから 0.1kg，ペ

ットボトルキャップは酔蓮さんから 19.8kg, 相馬勝さんから

3.6kg,土屋恒夫Y'sから0.4kgを頂きました。ご協力ありがと

うございます。 

第４１8回 １月例会 予定 

日時： １月 20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 池谷 淳 Y’s、清野 大樹 Y’s 

司 会 ・・・・・・・ 土屋 儀忠 Y’s 

開会の言葉 ・・・・・・ 佐々木 眞澄 Y’s 

ワイズの信条 ・・・・・・ 土屋 恒夫 Y’s 

食前の感謝 ・・・・・・ 臼井 啓太郎 Y’s 

閉会の言葉 ・・・・・・ 櫻井 宏 Y’s 

  

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 

－ 1 － 

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 
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 熱海 YMCA 第３０回中学生英語スピーチコンテストについて 土屋恒夫 Y's 

（１）日 時：2015.11.21（土） 12：30～17：00 

（２）会 場：熱海/起雲閣音楽ホール 

（３）参加者：県東部公私立中学校 13校より 41名 

（４）judges：4名（竹内敏朗理事長・県立高校 ALT2名・土屋

恒夫 Y’s） 

（５）表 彰：学年別に①暗誦の部②自作の部で 1～3 位を選

出、表彰した。更に今年は 30 回を記念して特別賞＜熱

海市長賞、教育長賞、YMCA 理事長賞＞を授与。参加

者全員に記念品が贈られた。 

【詳細と感想】 

YMCA の青少年育成のメイン事業であるこのコンテストは

長い歴史を有する。本年 30 回の記念すべき大会を迎えた。

内容も充実。節目の年にふさわしいものであった。41名の参

加者は格式ある会場で大勢の家族・教諭・ALT の見守る中、

日頃の学習の成果を遺憾なく発揮した。 

賀茂地区からの志願者も増加傾向にあり、今年は下田中

の 4名を始め計 6名がエントリー。下田中 2年生・鈴木依

緒奈さんと南伊豆東中 3 年生・細井彩さんはよく健闘し、

それぞれ自作の部で学年 2 位に食い込んだ。どの

speakerも緊張感に屈することなく堂々とスピーチ、会場の

拍手を浴びた。中でも 3年生自作の部は high levelで、高

校生はおろか大学生にも匹敵しそうな優れた speech もあ

った。 

来賓の斉藤栄熱海市長は「英語を勉強することは絶対

に皆さんのこれからの人生の可能性を広げます。」と激励

した。 

私は審査委員長 3 年目（それ以前審査員を 3 年）。重

圧感も漸次和らぎ、余裕を持って審査に臨むことが出来

た。長時間の judge は気が抜けず hard であるが、将来の

夢を熱く語る逞しい若者達にパワーを頂戴した。審査員

冥利に尽きる。これもワイズへ入会したからこその喜びで

ある。 

 

11 月 18 日（水）定例開催。司会は土屋恒夫 Y's。長田会

長の「開会点鐘」で開始し「開会の言葉」、「ワイズソング」、

「ワイズの信条」（清野 Y's）と続く。 

長田会長の挨拶：先日起きたフランスの同時多発テロ事件は

遠い国のことでなくわが国でも起こりうる身近な事件に感じ、復

讐の連鎖は留まることを知らず心を痛める。 

ビジター紹介：富士山部の相磯優子地域奉仕事業主査、伊東

クラブの飯島唯志次期会長、堀口正作 BF・IBC委員長が出席

され紹介があった。 

書記報告：常総市 ＹＭＣＡへの水害見舞い金の募金６，０００

円を送金し礼状が来たこと等。長田会長から役員会の補足説

明があり、伊東クラブ 40 周年記念例会登録者には、基金から

5,000円/1人を補助し伊東クラブにはご祝儀を贈呈する。委員

会報告：青少年 CS委員会は毎月１回は第２金曜日６時から土

屋恒夫 Y's 宅で委員会を開き活発化する。親睦委員会：土屋

誠委員長は来月のクリスマス家族会は外部からの出席者が少

ないことが予想されるが楽しい会にしたい。 

相磯優子地域奉仕事業主査の挨拶 

今月は「ワイズ理解、ファミリーファ

スト」強調月間。ＦＦ（ファミリーファスト）

献金は HIVエイズの啓発運動に用い

られている。横浜YMCAでAIDS文化

フォーラム in 横浜（HP 有り）に資金を

贈っている。昨年は 10 万円寄付し有

効活用している。各クラブで HIV 啓発運動している場合は援

助が可能。12月 1日は「世界エイズデー」。現在のエイズ状況

を説明し、FF 献金を理解し協力をお願いしたい。また、CS 活

動の写真コンテストがあるのでぜひ応募するように。 

その後、土屋誠 Y'sの「食前の感謝」をして全員で会食した。 

スピーチ/演題「会員増強」清野 Y'sの概要 

下田クラブの会員数の状況を半年報のデータをグラフ化

して、富士山部での状況、東日本区での状況を説明し、平

均年齢や会員数の少ないクラブの活動状況などを示した。 

そして、下田クラブは富士山部の中で会員数が最も少な

いが、東日本区全体では平均的なクラブである。富士山部

は、東日本区７部の内、会員数、１クラブ当りの平均会員数

が最も多い。クラブを維持していくのは、会員数の多寡でな

く、会員個々が固い信念を持って、強く団結することであり、

女性会員の力は大きい。会員を増やすには、入会し易い環

境と魅力的なクラブにすることであるが、具体的なことはこれ

から皆と一緒に考えていきたいと結んだ。 

親睦委員会とプロ・ドラ委員会が「スマイ

ル」と「出席率&スマイル報告」（p.1 参照）

した。土屋儀忠 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  １１月誕生日の人は、清野

Y'sのメネットさん。 

結婚記念祝い  おりませんでした。 

他クラブ訪問 

11/21 YMCA中学生英語スピーチコンテスト：土屋恒夫 Y's 

11/22 伊東クラブ４０周年記念例会：５名．長田俊児会長、

櫻井宏副会長、清野大樹書記、土屋誠親睦委員長、

佐々木眞澄監事 

富士山部クラブ・YMCA行事予定 

・12/23(水)祝日 伊東クラブ 12月例会・クリスマス家族会 

・1/10(日) 後期半年報提出日 

・1/11(月) 伊東クラブ 1月例会 

・1/17（日）富士山部/第 2回役員会・評議会 

・1/21（木） 熱海 YMCA理事運営委員会・新年会 

１１月 例 会 報 告 

 

熱海 YMCA News 


