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“The Power of  One”

｢一つとなる力｣

“Hand over Our Torch of Y’s  

  Men-to tomorow, to the future”

｢明日につなごう、未来につなごう ワイズの灯｣

副題「いま、私たちに出来ること…」

“The Power of  One”

｢一つとなる力｣

スローガン “Dreaming Asia, Loving Asia”

「夢見るアジア、愛するアジア」

“Join our Y’s dam as our

Fist Step”

｢参加することから始まるワイズ｣

『助け愛・支え愛。そして、ワイズ愛！』
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ＹＭＣＡサービス・ＡＳＦの月

在 籍 者

功労会員

広義会員
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計53名

メーキャップ

5月出席率

55,000円
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47,493円

切手

累計

745ｇ

 3,600ｇ

現金
累計

53,000円
544,000円

6名

100％

あなたがたは、地の塩である。もし塩のきき
めがなくなったら、何によってその味が取りも
どされようか。もはや、なんの役にも立たず、
ただ外に捨てられて、人々にふみつけられる

だけである。
マタイによる福音書　第5章13節
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６月

累計

６月

累計

  2日 梅田 邦彦君　11日 小倉 幹史君

16日 中村 欽一君

25日 若林 ルミ子さん　28日 中島 由美さん

○メネット○



熱海YMCA理事長　竹内 敏朗　
誇りと使命感をもって勇往邁進 明日へ、未来へつなごう　ワイズの灯

　1963年12月15日当時としては空前
絶後華々しいチャーターナイトを開催、
歴代の日本区理事、長老がお祝いに参
加した事は今でも歴史的イベントとして
鮮明に記憶に残っている。昨年7名の
新入会員を迎え再び待望の50名になっ
た熱海ワイズメンズクラブ、本年は中

島寛勝君が第45代の会長に就任する。先ず活力あるク
ラブは会員相互の親睦、ヤル気十分でなくてはならない。
1975年第59回ワイズメン国際大会の節は満5歳で国際
大会の檜舞台に7・5・3のスターとして登場した。親子
2代クラブ会長として、又常に年賀葉書を2,000枚以上
集め、ダントツの第1位を続けている事も特筆すべき事で
あり、その熱意と努力にはHat off SALUTEである。
　日本一の温泉町熱海はその1位の座を箱根にゆずって
以来、早10年以上になり、最近はリゾートマンションば
かりで、リゾート地としての町づくり、女性が楽しくおしゃ
れをして歩く道づくりが今ひとつ出来てない。明日の熱
海づくりの先頭にたって貴クラブの会員諸兄の1人1人が
ワイズメンとしての誇りと使命感に燃えて更に御活躍され
る事を願うものです。
　今こそ行動のとき、自ら燃え、自ら進んでクラブライフ
に参加する事によって、更にスケールの大きいリーダー
に成長し、熱海クラブの存在感を内外に誇示される事を
切に希望し、新年度初例会のメッセージといたします。

富士山部部長　鈴木 忠雄　
熱海クラブに期待して

　伝統ある32代富士山部長を今期努
めることになりました、三島クラブの鈴
木忠雄です。よろしくお願い申し上げ
ます。
中島会長、熱海クラブの皆様新年度ス
タートおめでとうございます。
昨年度の貴クラブは目覚ましい発展が

ありました。
６月の東日本区大会では、優秀クラブ賞を始め数多く賞
を受賞されました。中でも、年賀切手での貢献は、他の
追随を許さず、めざましいものがありました。（中島寛勝
君 2,028枚）クラブメンバー数においても東日本区最大
のクラブに返り咲きました。本当に嬉しい限りです。
富士山部においても、ここ数年メンバー数300名の大台
に歴代の部長が努力してきましたがまだ実現出来ており
ません。今期は、貴クラブに会員増強事業主査、小原
進一君をお願いいたしました。
富士山部新クラブ設立と会員数300名の達成を今年度私
の最大課題とします。この課題を実現するには、貴クラ
ブの益々の発展とご努力とご協力がぜひとも必要になり
ます。なにとぞご協力のほどお願い申し上げます。
また、富士山部各クラブに対しては、先輩クラブとして
模範になっていただければ幸いです。
では、熱海クラブに期待して、私のご挨拶といたします。

　先月、十勝での第12回東日本区大
会に於きまして竹内元国際会長の厳粛
なる司会を頂き、今年度の区理事を務
めさせて頂きます原俊彦でございます。
清水直前理事の掲げた「2000プロジェ
クト」および「2010年横浜国際大会」
の成功に向け、東日本区の更なる発展

を目指してこの一年間全力疾走させて頂きますのでよろし
くご支援頂きますようお願い致します。
さて、昨年度は、詫間勲会長の「まず参加　そして理解」
と言う明確な会長主題の下、実に目覚ましい実績を上げ
られ十勝大会に於きましては見事、優秀クラブ賞を受賞
されました。評価の中で最も高かったのは何といっても
会員増強の部門で、新入会員7名獲得という実績は、創
立45年という輝かしい歴史を持つ名門クラブでありなが
ら常に新しいメンバーの増強に努め、クラブを未来に向
かって発展させたいという皆さま方のワイズへの熱い思い
の現れであります。しかも東日本区最大のメンバー数を
誇りながら出席率100％、これは正に驚異と言う他あり
ません。
富士山部のリーダーである事はもちろん、東日本区65ク
ラブの中にあっても他の模範となり、名実ともにNO.1の
クラブと言っても過言ではありません。
今年度は、中島寛勝会長という若手のエースが満を持し
て登場した感があり、盤石の基礎固めと更なるクラブの
発展が期待され、これから未来に向かって一体どこまで
伸びて行くのか本当に楽しみです。
今年度、私は理事主題として「明日につなごう、未来に
つなごう　ワイズの灯」を掲げ、65全クラブがこれまで
以上に広く外に向かって行動していく事を願い「例会卓
話の事前公開」と「クラブ・オリジナルフラッグの制作」
という重点目標を掲げました。これによって、各クラブ
の例会がより活発になると共に、自分たちの事業が広く
一般に知られるところとなり、それが会員増強に繋がり、
ひいては新クラブの誕生に繋がっていければと切に願っ
ております。
富士山部に於かれましても、静岡地区、浜松地区など新
クラブ誕生に向け部が一つとなって夢の実現に向かって
ご尽力頂きたくお願いを申しあげます。
貴クラブの益々の発展を祈念しております。

第23回 アジアエリア大会
7月31日～8月2日　スリランカ－コロンボ

東日本区理事　原　俊彦　

燃やせ、ワイズの炎  つどえ！富士のふもとに

会  期：2010年6月5日㈯～6日㈰
会  場：ハイランドリゾートホテル＆スパ

第13回 東日本区大会

つなげよう横浜国際大会へ



直前幹事　青木 義美　
　6月12日㈮総勢12名で北海道へ朝4時熱海を出発し
た。観光組の詫間会長・森・松井・中島、ゴルフ組の栗本・
西島・鈴木恵・大川、そしてメネット同伴の山田賢・青
木であった。「今、北からはじまる　新・ワイズダム」の
言葉をテーマに450名の登録であった。十勝という遠い
ところで登録者数が懸念されたがよくここまで参加してく
れたものだ。通常本大会は2日間で組まれるが今回はホ
ストの計らいで折角北海道までくるのだから沢山の観光
をしてもらいたいとの配慮で1日のみで主な行事を終了と
いう企画のおかげで私も山田ワイズもメネットに日頃の罪
滅ぼしが出来た。十勝Ｃに頭の下がる思いだ。
　さて、12日のゴルフ組は霧雨の寒い中でのプレーで
あったが元気な栗本ワイズが12位入賞であった（参加者
数不明…まさか12名ではないと思うが??）観光組はレン
タカーで富良野や旭山動物園・花畑牧場等ショッピング
＆花見としゃれたがラベンダーが1分咲きでちょっと残念
であった。田中義剛牧場長経営の花畑牧場はそりゃすご
かった。朝8時のオープンで9時には売れ切れ続出状態
でした。とても美味しかったけれどちょっと高いのが玉
にきずでしたかな。2泊3日でエアー＆ホテルが4万円く
らいなのに花畑牧場の買い物が皆2～3万円くらい使うの
だから想像はつきますでしょう。
　本番は13日㈯、帯広駅前の「とかちプラザ」で大会
が行われた。とても立派な建物にも驚いた。考えてみれ
ば16万人の都市だから沼津に匹敵する規模で当然だろう
があまり縁がないのでわからなかった。中島ワイズの年
賀切手貢献ナンバー「1」（2028枚）はもう何年連続に
なるのだろうか、会場の歓声はすごいものであった。ち
なみに熱海Ｃは他に「理事表彰優秀クラブ賞」はじめ9
部門での受賞であった。
　その後会場をすぐ正面のホテル日航ノースランド帯広
へ移しての懇親会となった。既にその時間は20時近くで
あったが1日でこなすスケジュールの大変さに御苦労を感
じた。もちろん終了は22時となったがその後元気な○
○○さん達は帯広夜間・深夜活動に出かけた事も明記し
ておく。

親睦委員長　鈴木 恵次　
　詫間年度最終例会に合わせて行われた「新旧慰労激
励会」本年は、ＹＭＣＡ女性合唱団〝花柚〟と男性合唱団
〝鼓勇〟による素晴らしい合唱が有り、賑やかに開催され
ました。以前私も、会長の中島様に合唱団に誘われて逃
げた事があり、少し反省しています。東日本区で多くの
表彰を受け（10個かな？）実績を上げた詫間会長…ま
すますりっぱなお腹を突き出し、最後のあいさつをしてい
ました。ほっとした気持と寂しい気持が入り乱れていた様
な顔をしていましたね。本当にお疲れ様でした。「助け愛、
支え愛、そしてワイズ愛!!」プラス女房愛を大きな声で
掲げた中島寛勝新会長、一年間頑張ってお願い致します。
時々脱線もしそうで少し心配ですが、とにかく明るく楽しく
やるだけですね。新旧書記、会計の役員引き継ぎも行
われいよいよ今日よりスタートです。熱海クラブ会員全員
で力を合わせて楽しく一年を乗り切ろう!!

第12回東日本区十勝大会に参加して

広報・会報委員会　
 　7月2日㈭YMCA青少年センター地階大会議室にて、
熱海新聞社、伊豆毎日新聞社、ITC社の3社の出席を頂
き、グローリー・熱海両クラブの合同記者会見が今期グ
ローリーホストで開催された。事業計画説明は両クラブ
同じ活動が多々ある中で各クラブの独自の活動を主に説
明した。当クラブも早速、初例会、YMCAサマーキャン
プをひかえての記事掲載と一年を通して例会予告、事業
開催等を記事にして頂ける様お願いした。それが会員増
強に繋がればと思う。

合同記者会見

新旧慰労激励会

熱海クラブ会長　中島 寛勝　
ワイズ活動に誇りを心から

　長い歴史と伝統の有る熱海クラブも
新しい年度を迎え緊張しておりますが、
今期スタートする準備にあたって活動し
て頂いた書記はじめ会員の皆様には本
当に感謝しております。初例会前に各
種委員会も着々と開催されており、メ
ンバーの皆様も奉仕活動に一段と心燃

やしている事と思います。
　今期ターゲット「支え愛・助け合い　そしてワイズ愛！」
としまして、創立45年が経過し時代とともに奉仕活動も
変化しておりますがそこで、もう一度初心原点に帰り諸
先輩方、会員の皆様と一緒に考え切磋琢磨しながら栄光
ある熱海クラブの将来展望の一つになればと一年間頑張
り地域社会にクラブ活動をアピールできればと思います。
これからも会員皆様の御協力御鞭撻を切にお願い申し上
げます。
　今期は、久しぶりにIBCであります台中クラブが来年
開催予定の創立40周年記念例会のアピールに9月例会に
来熱予定であります。ここ数年音信不通でもありました
が、これを機会に又、よりよいIBC関係を続けて行けた
らと思います。
　現在のクラブ情勢は、経済不況の煽りで色 と々問題が
有りますが数ある委員会活動を通して会員増強に繋げて
行ければと…。
最後になりますが、心からスタート出来た事を感謝致し
ます。

例会出席率100％100％を続けよう



8月例会担当予告　例会日8月24日㈪
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第1回 役員会報告

　　

6月例会だより

8月行事予定

〈日　　時〉 平成21年7月2日㈭　6時30分開会
〈会　　場〉 ふくや   司会：A副会長 橋本一実
〈会長挨拶〉 中島寛勝

1.合同記者会見の件......................................... 報告
　7月2日㈭ pm1:30～ YMCA青少年センターにて開催
1.他クラブ初例会訪問の件.................................. 報告
　出席者発表･今後も募集
1.台中クラブ9月例会来熱予定 ............................. 報告
　熱海クラブ9月例会（28日）に公式訪問予定
1.台中クラブ40周年記念式典開催の件 ................... 報告
　2010年1月18日に開催予定

〈議　　題〉　議長：中島寛勝
1.次期役員会での仮承認の一括承認の件 ................ 承認
　事業計画書・予算書他仮承認事項
1.7月例会プログラムの件 ................................... 承認
　7月27日㈪ pm6:30～ニューフジヤホテルにて開催
　次第・富士山部長公式訪問・招待者の確認等
1.サマーキャンプの件 ........................................ 承認
　8月8日㈯・9日㈰の1泊2日　少年自然の家キャンプ場
　募集要項・キャンプ内容・予算書等
1.親睦花火見学の件......................................... 承認
　8月23日㈰ 実施　募集要項･予算書等
1.親睦東京ドーム観戦の件 .................................. 承認
　9月27日㈰ 実施　巨人対ヤクルト　募集要項・予算書等
1.その他　初例会にメネット招待の件 ...................... 承認
　　　　  卓話者の二次会参加費はクラブ負担の件 .... 承認

〈報告事項〉

　　

日　 時　　7月27日 ㈪
会　 場　　ニューフジヤホテル
受　 付　　大川 貴久君 ・ 小倉 幹史君
司　 会　　池田 直文君

1.点鐘
1.聖句朗読・開会の祈り
1.国歌斉唱・ワイズソング
1.ワイズの信条
1.会長挨拶
1.ゲスト・ビジター紹介
1.書記報告
1.御来賓御祝辞
1.富士山部部長公式訪問挨拶
1.食前の祈り
1.乾杯
1.会食
1.富士山部各クラブ会長挨拶
1.感謝状贈呈
1.委員会報告
1.誕生日・結婚記念祝い
1.スマイル
1.出席・スマイル・基金報告
1.閉会の言葉
1.点鐘

中島 寛勝君
田中 秀宝君
全 員
室伏　勲君
中島 寛勝君
中島 寛勝君 
若林健一郎君

鈴木 忠雄君
森　重男君
詫間　勲君

中島 寛勝君
各担当委員会
司 会 者
親睦委員会
各担当委員会
橋本 一実君
中島 寛勝君

会　　　長

会　　　長
会　　　長
書　　　記

富士山部長

直 前 会 長

会　　　長

Ａ 副 会 長
会　　　長

2009年度 7月例会プログラム

広報･会報委員会　
　いよいよ詫間年度最終例会を迎える日が来ました。詫間会長
にとっては充実した一年だったと思います。各事業も無事消化し、
何より会員増強に大きな実績を残した事に、富士山部の親クラ
ブとしての面目がたったと思います。今例会は二部に新旧激励
慰労会をひかえ、一部プログラムを変更しながらも、バッヂ交換、
ギャベル引継ぎ等厳粛な中に終了。終了後定時総会が開かれ、
次期事業計画案、予算案が承認され、一年をしめくくりました。
詫間会長一年間ご苦労さまでした。

YMCA理事・運営委員会報告
2009年7月2日㈭ YMCAセンター　 記録：森重男総務（抜萃）

☆8月理事会は休み
　次回9月3日㈭バーベキュー懇親会開催
　　熱海クラブ出席者森（当日熱海クラブ役員会あり）
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ピアノ、習字等前年同様に活動
高校女子サッカー8月初旬開催
夏期キャンプ8月1～2日伊東キャンプ場
キャンプ参加者100～200名　助成金要請
山梨YMCA 8月8・9・10日、熱海Ｙと懇親会
チャリティーランIN静岡　報告をHPに掲載

ランの実行委員会設立希望。実行委員として
井上・鍋田・長谷川・藤間・竹内・鈴木部長の
6名で検討にあたる

ファミリーニュースを7月中に編集、8月配布
第24回中学生英語スピーチコンテストを10月
3日㈯13時より熱海起雲閣音楽ホールにて実施

第4回こどもパフォコンを10月31日㈯
静岡音楽堂にて延べ700名参加予定で開催

インドトリバンドラムへ、ミシンを寄付したい
のでＹからの協力金依頼

ドライバー委員…富士山部会・親睦会への登録準備
会員選考委員…新会員推薦依頼
ＡＳＦ委 員…前年度クラブアワード集計発表
青少年委員…熱海ＹＭＣＡサマーキャンプ（8月～9月）姫の沢
親 睦 委 員…メネット親睦会コメ・メン花火見学

担当理事報告


