
 

 

 
 

伊東ワイズメンズクラブ 
 

CHARTERED 

OCT.4.1976  

 

「どんなことにも 感謝しなさい。」 

テサロニケの信徒への手紙(一) 5章 18節 
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11 月例会プログラム 第 483 回 
日 時･･･11 月 14 日(月)18：30～21：00 

会 場･･･暖香園 ル・オール会議室（2 階） 

受 付･･･鈴木幸枝君・杉本隆夫君（会計） 

司 会･･･佐藤 諭君 
 

・点 鐘          会長 飯島 唯志君 

・開会の言葉           山田 光彦君 

・ワイズの信条          菊間 利夫君 

・ワイズソング          一    同 

・会長挨拶         会長 飯島 唯志君 

・ゲスト・ビジター紹介   会長 飯島 唯志君 

・書記報告         書記 稲葉富士憲君 

・誕生・結婚祝          親睦委員会 

・食事(食前の感謝)        内山 雅裕君 

・スマイル            親睦委員会 

・委員会報告           各委員会 

・卓 話             森野 光晴氏 

・私のコーナー          金子 正樹君 

・出席率・スマイル報告      担当委員会 

・閉会の言葉           久保田康正君 

・点 鐘          会長 飯島 唯志君 

 

 

11 月お誕生日 

 お誕生日おめでとう！！

 

 

 該当者なし
 

11 月結婚記念日 
 結婚記念日おめでとう！！

  
例会日時：毎月第２月曜日 18：30～21：00 例会場：伊東暖香園ル・オール会議室 TEL：0557-37-0011 

 

 



 

 

★10 周年記念事業 
ＹＭＣＡ伊東センター建設 

  

  

★15 周年記念事業 
松川湖畔記念植樹＋記念碑建立 

★20 周年記念事業 
伊東市役所 ソーラー時計寄贈 

  

  

★25 周年記念事業 
伊東市青少年キャンプ場 東屋 1建設 

★30 周年記念事業 
伊東市青少年キャンプ場 東屋 2建設 

 

 

★35 周年記念事業 
伊東市青少年キャンプ場 かまど整備 

★40 周年記念事業 
伊東市青少年キャンプ場 管理棟寄贈 

 

ＣＳ委員会 鈴木 敦 

 伊東クラブ創立 15 周年記念事業として奥野ダムログハ

ウス前に記念植樹した楓と、記念碑を 25年間クラブ的には

何も手入れせず、伊東市振興公社にお任せのまま放置して

おいたため風霜し、来湖の人々の目にも止まらない状態に

なっていました。そこで今回整備をし、最近入会したメン

バーに過去のクラブ事業内容などを知ってもらう目的で、

CS委員会事業として行いました。作業内容は、記念樹周辺

の草刈と石碑前のツツジを伐採し、石碑に刻んだ文字に参

加者全員が 1 文字以上塗装を入れ込みました。仕上げは専

門家の勝又ワイズ、鈴木幸枝ワイズにより素晴らしく生ま

れ変わり、今後広く市民にも伊東ワイズメンズクラブをア

ピール出来る事と思います。また状況に応じて整備を企画

していきましょう。参加の皆さんご苦労様でした。 

あ浅倉秀行 あさくらひでゆき 

あ紹介者：久保田康正 

10 月から入会しました浅

倉です。伊東生まれで、伊

東育ちです。家族は、妻・息子の 3人暮らしです。

仕事は、地元高校卒業後父親の稼業の建築業をし

ています。このＹＭＣＡは、私が高校生の頃１度

友達がワイズに知り合いが居て箱根の駒ケ岳のス

ケートに参加させてもらいました。去年・今年は

小学 4 年の息子が、キャンプに参加させて貰いお

世話になり息子も大変喜んでいました。息子には、

いろんな経験をさせてあげたいと日頃より思って

いました。これからは息子以外の子供達にもいろ

んな経験の場を創る手伝いが出来る様 参加した

いと思います。宜しくお願いします。 

 
熱海ＹＭＣＡ理事 牛田俊夫 

10/9(日)東山荘創立 101 年目の感謝会・献堂

式・祝会が行われた。新本館の設計に携わった池

田氏よりコンセプト等の説明。また感謝盾が若林

御殿場市長、他５社に贈られた。献堂式では正野

日本 YMCA同盟会長の挨拶、利根川東日本区理事・

岩本西日本区理事、他５名より祝辞を頂き、日本

YMCA 同盟に 25年勤続者 69名、25 年継続維持会員

190 名（内 2名は伊東クラブの久保田 Ys・野村 Ys）

50 年継続維持会員 32名、青少年奉仕者 31名の表

彰。また１名・2 団体に感謝状、特別功労賞の 2

名には記念品が贈呈された。総工費 6 億 8 千万円

を掛け施設内外（宿泊棟・浴場・エレベーター・

土留）の改修、新本館の建築など「自然環境を保

全し自然と共生する」を整備目的としたＹＭＣＡ

東山荘を、ぜひ一度見に来て欲しいと思います。 

 
 
 
 

 

5～6 年前まで伊東クラブは独自に松川の護岸清

掃(草刈等)を CS活動として行っていましたが「ホ

タルの育成に必要な自然環境を整備する」等の理

由から飯田 Ys が会長を努めていた松まち会主催

のこの事業に参加する様になりました。小雨降る

中で足場も滑りやすく肌寒くもありましたが 80

名の参加者で 2ｔ車 2 台分のゴミがアッという間

に回収されました。参加の皆さんお疲れ様でした。 

 
 



 

 

会報委員会  榎本 博 

伊東クラブ女性会員第１号「ウララ～♪ウララ～♪

ウラガシラ～♪♪」で皆を驚かせた、浦頭 薫君＋ファ

ミリーを取材してきました。薫君と言えば看護師･予備

自衛官･駅伝チーム(アリエル)の監督兼ランナーで、伊

東駅伝競走大会や富士登山レース・東日本/熊本大震災

への支援・ワイズ活動などを先に考え仕事を調整する

貴重な存在です。長女・次女ともに市内在住。孫 8 名

あり。家族がスグに集結し万事に備えられる隊形を整

え、分隊長として引きいています。初孫の大空(そら)

君：小 6はそんなオバアちゃんが大好きで､将来は自衛

官になりたいそうです。8月に開催された「JOCジュニ

アオリンピックカップ=身体能力系の 3 種目(水泳･陸

上･射撃)」に出場したりとＤＮＡはまさに薫君そのも

の。幼馴染として言えば子供の頃から負けず嫌いで男

子に混じって遊んだり自分をイジメテくれたりと本当

に変わらず年取ったな～と(笑)あまぁ今後もワイズ

共々ヨロシクデスと思えた取材でした。 

 
VOL,５ 

 

堀崎龍夫（第 11 代会長） 
 

もう私も 70 歳。伊東へ来て 44

～45 年が経ちます。最初に来た

所は別荘や寮・保養所がほとん

どでした。子供の学校、水道関

係、選挙の投票所、特に行政…

区も岡区と鎌田区にまたがり、全てがバラバラの全戸

で約 90 世帯の南山荘という所でした。2年ほど掛けて

新しい町内会である南山町を作り、鎌田区に編入させ

てもらい、新町内会長として威張っていました。それ

から２年程して鎌田区議にもなりました。ちょうどそ

の頃、熱海クラブが伊東に新しいクラブを拡大しよう

として頑張っていました。私のスルガ銀行の担当者が

伊東クラブに仮入会させられ、すぐ退会するのですが、

私は彼から勧められ入会しました。伊東に来て間もな

いこともあり、友達が欲しいところでした。又、役職

が付けば何でもやりたがっていた私です。29歳にして

伊東ワイズメンズクラブの初代副会長です。でもやる

と決めれば、それは誰にも後ろ指を指されないように

ガムシャラに頑張りました。でもそれも 20数年間位で

した。特にここ 10年位は色々な会合がぶつかり、蝉の

抜け殻状態です。伊東クラブを見ますと、今後すごく

隆盛を感じられます。この蝉の抜け殻は消えることが

「自然かな」と思えるほど、このワイズに対する意欲 

EMC・会員選考・訪問・文献管理・会則研究委員会 

委員長 梅原敬二 
「入会後に想う事」を議題に入会 5 年未満のメンバ

ーを対象としてディスカッション形式で開催しまし

た。対象のメンバーとはいえ 9 名全員が役職を持ち、

それぞれに活躍している今期ですが「プレッシャーや

不安がある」との声を多く聞きました。*前年の資料を

渡されただけでは何も分からない。*いつからどの様に

何をしていくのか？*マニュアルが欲しい。*副委員長

は次期委員長になるのか？など。負担となっている現

状があからさまに出たセミナーでした。これら意見を

改善する事は、我々の意識をまず見直さなければと思

います。より良いワイズを、伊東クラブを考え自信を

持ち活動できるよう共に勉強していきましょう。今回

の貴重な意見は今後のセミナーに反映していきます。 

が薄らいできています。このように

「ワイズメンの独り言」を書く為に

振り返ってみますと、余計に虚しさ

を考えてしまいました。 

   蝉の抜け殻 成長の証  

 

たつおくんは 

まだまだ 

やる気が 

で～る  ！

 

 
 
 

 
 

 

親睦委員会 

委員長 安藤真範 

親睦委員長という大役を仰せつ

かり不安でいっぱいでした。新旧役

員歓送迎会＆新入会員歓迎会を企

画/運営するにおいても、親睦メンバーのチームワーク

があればこそでした。皆に支えてもらい、自分自身に

変化が生まれ、少し自信もつきました。親睦委員会は

毎月委員会を開催して例会に臨みます。スマイル情報

の収集や役割分担など個々の持ち味も配慮しつつ。大

きな事業としてクリスマス家族会・親睦旅行も控えて

おります。枠にとらわれずチャレンジし、クラブを盛

上げ楽しめる様、皆と協力し委員会活動を頑張ります。 

 

 

親睦委員会 

副委員長 金子正樹 

今年度、親睦副委員長を拝命し

たものの「入会して一年もたたな

いド新人が、副委員長でいいのか

な～？」なんて思っていますが、受けた以上は委員会

の皆さんに迷惑をかけない様、何より伊東クラブのメ

ンバーが、笑顔で楽しく「今年の親睦委員会はいい

な！」と思われる様、安藤委員長のサポートをしてい

き、共に勉強をしていきたいと思います。これからク

リスマス家族会と親睦旅行と委員会としては、大きな

事業がありますが、委員会の皆といろいろな意見を出

し、行動し実りのある活動をしていきたいと思います。 



 

10(月) 

 

10/16(日) 

10/29(土) 

11/3(木) 

 

11/5(土) 

11/10(木) 
 

11/12(土) 

11/17(木) 

11/20(日) 

11/26(土) 

11/27(日) 

 

12/6(火) 

 

12/16(金) 

 

12/23(金) 

10月例会 伊東高校定時制へ助成金贈呈 

浅倉秀行君 入会 ※所属委員会：親睦・ＣＳ 

伊東クラブ 15 周年記念樹/記念碑 周辺整備 

次期部長/東日本区次期役員研修会 出席：榎本 

平成 28 年度ボーイスカウト 地区ラリー 

物見塚公園にて助成金贈呈 出席：飯島会長・久保田 

第 2 回東日本区役員会 

ワイズデー 
※日本のワイズメンズクラブが国際協会に加盟した記念日 

第 15 回ワイズ杯ドッジボール大会 会場：東小 

伊東市 5 クラブ懇親ゴルフ大会 サザンクロス 

平成 28 年度「私の主張発表会」観光会館 13：30 

第 31 回熱海 YMCA 中学生英語スピーチコンテスト 

彦根シャトークラブ 35周年記念植樹 & 

ＤＢＣ締結 20 周年記念植樹 

伊東ライオンズクラブ創立 55 周年記念式典 

飯島会長出席 川奈ホテル  

YMCA 東山荘新本館献堂感謝祭 新本館 2 階 

18：00～ 

12月例会&クリスマス家族会 開会時間に変更あり 
 

●東日本区定款 改訂あたり クラブ意見回答済 

●ミニバナー 追加発注 検討 

*会報委員会…カメラ購入検討中 

*親睦委員会…11 月例会終了後 懇親会開催 

*YMCA 青少年…スキー教室の開催準備始めます。 

*BF/IBC…DBC 彦根シャトーとの件 準備/打合せ 

*CS 委員会…ドッジボール大会の補助金申請提出 

*ＥＭＣ…2 月 第 2 回 EMC セミナー開催予定 
 

 

第 482 回 10 月例会は菅野 Ys の司会で、
浦頭 Ys の「今日はハッピーマンデー！楽
しく有意義な例会にしましょう！」の開会
の言葉にてスタート。会長挨拶では「肌寒
くなって来ましたが体調には十分気をつけ
事業/活動に頑張っていきましょう」と話さ
れました。伊東高校定時制(稲葉 健教頭先
生)に助成金の贈呈。久保田 Ys 紹介の浅倉
秀行君の入会式。2015 年度富士山部より
の各種表彰とプログラムは進み、稲葉 Ys
の書記報告・誕生結婚祝い・飯田 Ys の食
前の感謝で会食。スマイル後には東海自動
車(株)代表取締役社長 石井文弥氏をお迎
えしての卓話です。「東海自動車 100 周年
記念を迎えて」の演題で今日に至るまでの
歴史をお話しくださいました。出席率
100％。スマイル報告。齋藤 Ys の閉会の
言葉にて 10 月例会は盛りだくさんの内容
で閉会となりました。    記：鈴木幸 
 

 

 

 

 

NPO 法人 

宇佐美江戸城石丁場遺跡保存会  理事長 

1954 年（昭和 29 年）伊東市宇佐美生まれ 

日本致柔拳社代表（太極拳） 
 

【卓話内容】 

・江戸城石丁場遺跡、取り組みのきっかけ 

・以前の伊東市の江戸城石丁場遺跡調査報告 

・文化庁主任調査官の来東 

・江戸城石丁場遺跡の市文化財指定 

・国史跡への申請/他 

紹介者：飯田 進 君 

★インビテーション キャンペーン★ 

友人・知人を例会にお誘いください！ 

期間：2016/12/1～2017/3/31 
 

下記写真は 10 月例会 各種表彰&入会式（浅倉君と杉山 EMC 事業主査） 
 

2017 年 2 月 4 日(土)～5 日(日) 

第 2 回東西日本区交流会 会場：YMCA 東山荘 

 

 

 

 

     
 

在籍会員 28 名 コ メ ッ ト 0 名 当月 70.000 円 累計 183.799 円 
・熊本大震災 

支援募金 協力のお願い 
内功労会員 0 名 ゲ  ス  ト 3 名  

内広義会員 1 名 ビ ジ タ ー 8 名 当月 0 円 累計 0 円 

内療養会員 0 名 出席者総数 38 名 

出席会員 27 名 出 席 率 100％ 当月 0kg 累計 0kg ・11/26(土)中学生英語スピーチ 

・11/26(土) コンテスト 開催 

・ＹＭＣＡ維持会員募集中 

メネット 0 名 メーキャップ 0 名  

 当月 0pt 累計 0pt 
 

会報委員会 委員長：正木 薫 副委員長：鈴木幸枝 委員：牛田俊夫・榎本 博・堀崎龍夫 連絡先 080-1561-1448 FAX0557-38-8789 

会長宅 〒414-0038 伊東市広野 3-4-23 TEL：0557-37-7328 


