
                             AFFILIATED WITH THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF Y'SMEN'S CLUBS

国際会長主題　

アジア地域会長　

Tung Ming Hsiao（台湾）　”Respect Y's Movemennt"　「ワイズ運動を尊重しよう」

西日本区理事主題　　　　　　　　　　

大野　勉（神戸ポート）　２０２２年に向けて「心身の健康づくりから、クラブの健康づくりえ」

西中国部部長主題

呉クラブ会長主題　赤坂　正隆 「交流の輪をひろげ ワイズを楽しもう」

日時：2017年7月19日(水)　18：30～
場所：広島YMCA　3号館　3-Ｃ

ドライバー　：　田中メン　　
記　　　 録　：　伊藤メン

1.　開会点鐘 赤坂会長
2.　ワイズソング 全員
3.　聖書朗読 西濱連絡主事
4.　祈祷 西濱連絡主事
5.　前年度決算報告 全員 MC-新会員増強と意識高揚：楽しく出会いのある例会作りを通して会員候補を

　　 本年度予算説明 発掘し、メンバー相互が例会・事業などで親睦を図り、このような仲間を増やした

     新役員の件 いという意識を高めましょう！
6.  新入会者紹介 　　　　　　　　　　　　　　　　　　三科仁昭ＥＭＣ事業主査（京都東稜）

7.  誕生祝
8.　閉会点鐘 赤坂会長

交流会
時間：　　　　　　　　　　　　19：30～
「おねぎや」中区袋町1-13　日専連ビル１階

050-5834-6375
渡邊　真利子　　７月９日

***　6月例会出席率　***
会員数 11 名 出席者 9 名 石田　勇治　　　７月２９日
出席率 ％81.8

7月例会（総会）ご案内

連絡主事

Kick-off  EMC-MC

西濱　正俊

会計 野村　峰生 地域奉仕・環境 清水　惠 ファンド委員長 野村　峰生

書記 伊藤　進 Yサ・ユース

Henry Grindheim（ノルウェー）　　”Let us Walk in the Light-together”　「ともに、光の中を歩もう」

渡邊　悦司
ブリテン

広報・情報
石田　勇治

ドライバー
委員長

THE  SERVICE  CLUB  OF  THE  Y.M.C.A

        THE  Y ' S MEN'S CLUB OF
       ＫＵＲＥ

              "TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT"

2017-2018年度　主題

田中　正海

～　2017-2018　呉クラブ役員　～

メール委員 清水　惠

直前会長 伊藤　進

副会長 竹本　豊治 EMC・監査

会長 赤坂　正隆 国際･交流 藤井　隆 メネット 田中　正海

田中　正海

「すべての人を一つにしてください。（みんなのものが一つとなる

ために）」 

ヨハネによる福音書 17 章 21 節 

2017.7 

 

    岩国みなみより煎餅仕入れ  18 箱    ▲18,000 円 

    残                          93,000 円 

    煎餅販売                      4,000 円  

残り 14 箱は呉クラブお土産に 

    現金の残り                     97,000 円  

(清水が所持) 

   （あとから送付） 

    近江八幡 太田さん   24 本  利益 6,000 円 ― 送料 

    泉北    遠藤さん   24 本  利益 6,000 円 ― 送料 
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6月役員会･西日本区大会

７月役員会

 ■呉クラブ 6 月 7 日（水）   役員会    

  出席者： 伊藤会長、田中ドライバー委員長、野村会計、清水メ

ール委員石田ブリテン 広報・情報、赤坂書記、西濱次連絡主事、

在原さん （順不動）  計 8 名 

 

１．西日本区大会参加の最終確認   6 月例会は西日本区大会

とする 

本館前 4 時集合 不動院 4 時 20 分  その他は予定表通り 

 代議員会参加は渡邊さんと伊藤さん 

 ゴルフは竹井さんが追加参加 

 

２．GCC 国際交流パーティー   詳細は後日 

  7 月 30 日（日）17 時 ハノーバー   2 号館地下 

  8 月 4 日（金）18 時 2 号館地下 

      

３．7 月 5 日 役員会  総会と例会とする。 

 山口さんの入会式は 7 月 19 日とし、それまでに入会用の KIT を

調達する事。決算及び来期予算作成の事 

 

■呉クラブ 6 月 10 日（水）   例会 （西日本区大会）   

  出席者： 伊藤会長、渡邊 Y サ・ユース、田中ドライバー委員長、

野村会計、清水メール委員竹本国際・交流、石田ブリテン 広報・

情報、赤坂書記事、在原さん （順不動）  計９名 

 

１．西日本区大会に参加 

 2次会は 「熊本 すやむら」  計 27名に参加いただき、盛会とな

った。 

  泉   北   山田さん、飯沼さん、猪瀬さん、中井さん、遠藤

さん（御主人）、遠藤さん（奥様）、松野さん。、

佐々木さん 8 名 

  鳥   取   早川さん、福島さん、草野さん   3 名 

  近江八幡   安田さん、太田さん、坂井さん   3 名 

  西   宮   広瀬さん（御主人）、広瀬さん（奥様）、山本さん、

山口さん  4 名 

   呉      伊藤さん、渡邊さん、竹本さん、田中さん、野村さ

ん、赤坂さん、石田さん、在原、清水 9 名 

２．西日本区大会でのファンド 

   （会場） 96 本仕入れ   （仕入れ金額 96,000 円 ）    22

本残（売れたら 33,000 円利益） 

     販売本数   74 本    売上 111,000 円 

 

ワイズの事は何らわかりませんが,皆様のご指導,ご協

力の程,宜しくお願い致します。 

会長主題として「交流の輪をひろげ,ワイズを楽しも

う」としました。 

ワイズを楽しもうは,やはり自分が,楽しくなければ続

かない。呉クラブには,第二例会と言う訳のわからな

い例会があります。これは目標では 

ありますが,例会出席率 100％を一度達成したい。

100％を達成するには,やはり,楽しくないといけませ

ん。出席して楽しかったと思える例会,又 

次回が待ち遠しいと思える例会を全員でつくりましょ

う。 

EMC事業にメンバー勧誘とありますが,楽しくなければ

人は集まらないと思います。又,ワイズメンズクラブ

は,私自身,自己研鑽の場と捉えています。これから,

もっと多くの人と出会えることを楽しみにしています。 

これから一年間,宜しくお願い致します。 赤坂正隆        

 

 

    岩国みなみより煎餅仕入れ  18 箱    ▲18,000 円 

    残                          93,000 円 

    煎餅販売                      4,000 円  

残り 14 箱は呉クラブお土産に 

    現金の残り                     97,000 円  

(清水が所持) 

   （あとから送付） 

    近江八幡 太田さん   24 本  利益 6,000 円 ― 送料 

    泉北    遠藤さん   24 本  利益 6,000 円 ― 送料 

 

 

■呉クラブ  7 月 5 日（水）   役員会  

出席者： 赤坂正隆会長、竹本豊治副会長、伊藤進書記・直前

会長、野村峰生会計・ファンド委員長、田中正海 Y サ・ユース・ド

ライバー委員長・メネット、清水惠地域奉仕・環境・メール委員、

石田勇次ブリテン・広報・情報、西濵正俊連絡主事   計 8 名 

１． 新会長赤坂メンよりの年頭挨拶 

 

２．総会に関する件 

前年度・今年度の決算報告を野村さんより資料の提出があった。

清水メンが監査を行い、次の例会までに行うことを確認。 

2017-2018 期 体制 

赤坂正隆会長、竹本豊治副会長、伊藤進書記・直前会長、野村

峰生会計・ファンド委員長、渡邊悦司 EMC・監査、田中正海 Y

サ・ユース・ドライバー委員長・メネット、清水惠地域奉仕・環境・メ

ール委員、石田勇治ブリテン・広報・情報、藤井隆国際・交流、西

濵正俊連絡主事 

 

３．新規入会者について 

大西さん、山口さんが新しく入会される。ともに 7/19（水）の例会

に参加予定。入会キットは西濵連絡主事が準備する。 

 

4.8 月例会について 

8 月 17 日（木）19：00～ 合同例会を行う。可能であれば新たに

入会する大西さん、山口さんの入会式を行う。半兵衛庭園 

 

５．前会長による一年の総括 

 

6.GCC からの国際交流パーティー依頼について 

7/30 日（日）17：00 よりハノーバーの受入の際に呉クラブで協力

をする。 

GCC が担当  カレーパンを伊藤メン その他ソーメン流し準備

する。竹はコンフォレストより BBQ の日に持ち帰り 

8/4（金）の依頼については金曜日ということもあり、対応できない

ことを確認。 

 

7．YMCA80 周年に向けた寄付に関して 

呉クラブは 25 周年時に 80 周年記念として目録を渡したが、その

後中国部として記念の献金を行う事になり、単独クラブではなく

部として行う事にする。 
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　　新　連　絡　主　事　紹　介

ワイズの事は何らわかりませんが,皆様のご指導,ご協

力の程,宜しくお願い致します。 

会長主題として「交流の輪をひろげ,ワイズを楽しも

う」としました。 

ワイズを楽しもうは,やはり自分が,楽しくなければ続

かない。呉クラブには,第二例会と言う訳のわからな

い例会があります。これは目標では 

ありますが,例会出席率 100％を一度達成したい。

100％を達成するには,やはり,楽しくないといけませ

ん。出席して楽しかったと思える例会,又 

次回が待ち遠しいと思える例会を全員でつくりましょ

う。 

EMC事業にメンバー勧誘とありますが,楽しくなければ

人は集まらないと思います。又,ワイズメンズクラブ

は,私自身,自己研鑽の場と捉えています。これから,

もっと多くの人と出会えることを楽しみにしています。 

これから一年間,宜しくお願い致します。 赤坂正隆        

 

2016～2017 会長を振返り 

 

本当にあっという間の一年でした。思い返せば就任

早々の呉クラブ創立 25 周年記念に始まり最後は西

日本区大会でのＤＢＣ締結式という行事に始まり行

事で終わった一年でした。私の会長のテーマはステ

ージアップでしたがアップした事が無いうちに終わ

ったというのが本音です。ただ呉クラブのいいとこ

ろは仲間内の結束力が強い事、ほとんどの行事には、

ほぼ全員参加と言っていいのではないか。他クラブ

では考えられない事です。いい所はそのままに次期

会長の赤坂メンには私がなし得なかったものを達成

する事を切に希望しています。 

 

新会長挨拶 （2017-2018） 

 

今期,会長を務めさせていただくことになりました。 

呉クラブに入会させていただきまして,二年目とな

ります。 

私は,以前ワイズメンズクラブにも籍を置かせてい

ただきました。一度は,ワイズから身を引きました

が,何の縁か,再び縁をいただき,今期会長を務めさ

せていただきます。 

名前：西濵 正俊（にしはま まさとし） 

年齢：35 歳（1982 年 4 月 15 日生まれ） 

所属：広島 YMCA 専門学校（営業募集・広報担

当） 

趣味・特技：野球（小学校 2 年生～高校 3 年生ま

で） 

      今はもう運動できません。 

      野球観戦は好きです。 

一言：不慣れな点があり、皆様にご迷惑をお掛け

することもあるかと思いますが、一生懸命

頑張りますので、よろしくお願いいたしま

す。 
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.

探検隊報告 

今回は例会後の懇親会では使ったことはない

が過去に一度探検隊で行ったことのある「お

ねぎや」という店に行くことにした。前回行

ったとき葱が美味しくまた行きたいと思った

し前回は清水隊員の都合が悪く不参加で、ま

た新連絡主事の西濱さんが探検希望という事

でこの店に決めた次第です。まず生ビールで

乾杯し大きなハマグリを食べると、次々と料

理や酒を注文し大いに盛り上がった。西濱新

隊員は中々の酒豪で呉クラブにぴったりのメ

ンバーであった。前回来たときは分からなか

ったが、奥に 10 名は入れる部屋があったの

で次回の例会後懇親会はこの「おねぎや」で

決定です。またおおいに騒ごうではありませ

んか。 

（記 伊藤） 

 

ＤＢＣ締結式 

 

会長としての最後の仕事がＤＢＣの締結式、し

かも会場の都合で式は懇親会 600 名の前行うと

いうことを国際･交流事業委員森田美都子さん

から聞きとんでもない事になったと我身を呪っ

たものでした。森田さんからは会場が狭く式に

はクラブ員は壇上に上がれないので前に整列し

てもらいますと言われ呉クラブは全員カープの

赤いユニホームを着用することになっていたの

で余りアピール出来ないなと思っていたが行っ

て見ると壇上は広く 100 人でも上がれる位で大

いにアピール出来たと自負しております。私の

与えられた挨拶時間は 10 秒と言われたのです

が大阪泉北クラブ会長の山田さんの挨拶が２～

３分位あったのでそれじゃ私もと大分時間をオ

ーバーしてしちゃいました。乾杯後の式だった

ので会場ではあっちこっちで話し声がしており、

お蔭であがってとちると思ったのが全くその様

な事はなく、いい思い出になったと感謝してい

ます。         （記 伊藤） 
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