
●例会日 :毎月第４月曜日PM6:30～9:00 / 会場：ニューフジヤホテル TEL 0557-81-0111

国際会長主題 アジア地域会長主題

富士山部部長主題

熱海クラブ会長主題

東日本区理事主題

THE Y’S MEN’S CLUB
OF

ATAMI
THE Y’S MEN’S CLUB

OF

ATAMI

THE SERVICE CLUB OF THE YMCATHE SERVICE CLUB OF THE YMCA TO ACKNOWLEDGE
THE DUTY THAT

ACCOMPANIES
EVERY RIGHT

今月の聖句

7月例会報告 BF基金スマイル YMCA基金

“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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しかし私は、あなたがたに言う。

敵を愛し、迫害する者の為に祈れ。

マタイによる福音書　第6章44節
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  1日 三井 敏正君　12日 室伏　 勲君
23日 西島 智仁君　29日 田中 秀宝君

10日 安田 美千代さん  28日 深澤 弘美さん
28日 橋本 弘恵さん
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副書記　札埜 慶一　
　7月8日　富士・富士宮・静岡クラブの3クラブ合同例
会が「ホテルグランド富士」にて開催されました。
　ご来賓の挨拶は3クラブへの祝辞にとどめ、入会式の
時間としてはと感じつつ食事中の入会式は少し寂しく思え
たのは私だけだったでしょうか。各会長挨拶も順不同で
ユニークではありましたが喧騒の中、各会長の意気込み
をはっきりと聞きたいと思いました。
　中島・栗本・詫間・大川・札埜 Y's出席

　7月13日　伊東クラブ初例会がホテル暖香園ボウルに
て開催。会員数も増加し元気のある、規律正しい、上手
く運営された例会であり、さすがに老舗の伊東クラブで
他クラブへの配慮も行き届いていました。若い会員が多
いいのも特筆すべき点でしょう。見習うべき点が多いい
クラブでした。
　中島・橋本・詫間・札埜 Y's出席

　7月14日　沼津、三島、御殿場3クラブ合同例会が沼
津東急ホテルで開催されました。ビジター紹介で、例会
第一印象は決まります。なかなかしっかりしていて、入
会式も大変荘厳に行われ、アメージンググレイスを歌い
ながらの入場は圧巻でした。これだけされてしまったら、
退会しづらいでしょう。新入会員が挨拶の中で、「まった
く予想していない入会式」と述べていたのが印象的でし
た。音楽と歌でのおもてなしが基本のようですが、なか
なか万人に受け入れられるもてなしを探すのは大変だと
感じた一駒でした。
　中島・栗本・橋本・詫間・小松・大川・津田・浅野・札埜 Y's出席

初例会訪問記

うちの町内ここが素晴らしい

　熱海銀座は其の昔は、濱中町という
町名でした。当時、ロマンス座を企業
された池島さんが、東京の銀座の賑わ
いを知り熱海にもこの銀座という町の中
心的存在にふさわしい町名をと提唱さ
れ付けられました。昭和6年の事です。
国鉄熱海線開通が大正14年（1925年）

であり、全国の町名改変が昭和12年（熱海市誕生）で
したから、その頃からモダンボーイ。ガールが熱海の銀
座を闊歩していた様子が窺い知れます。当時としては、
珍しい洋食やコーヒーといった嗜好品をはじめ映画館や
ダンスホールなど娯楽でも他の市町村に先駆け羨望の的
でありました。私の幼少のころ、街の賑わいは夜11時を
過ぎても下駄（当時の宿泊客用）の音は鳴り止むことは
無く、当時人気の作家、歌手、俳優、芸人･･･とても数
え切れない著名人が訪れていました。それらの人々を弊
社の奥で垣間見たのを思い出します。現在でも二代そし
て三代目と、またそれ以上に商いを続けている店が多く
伝統と流行が合間って存在し、最近では飲食店の出店
で新たに魅了的な個性を出しています。銀座独自のイベ
ントも開催され、歩行者天国・初売りセール・銀座まつ
りなどいち早く取り入れた先輩商人の血統から次々にお
客様本意の企画が実行されてきました。最近は消費者の
健康志向を意識しヘルシー商店街として時代に即した
活動を展開しています。常に先駆ける意識と行動力は、
銀座の資産でありその活力は失われる事はありません。
それがわが街、銀座です。

プロ・ドラ委員会，銀座町内会会長　二見 康一　

　7月15日　下田クラブ初例会が「下田黒船ホテル」に
て開催されました。糸賀会長は20年ぶりに2回目の会長
就任ということで、そのバイタリティーに驚かされました。
若い新会員を増やしたいと話していました。9月22日に
下田東急ホテルで創立30周年記念例会が開催されると
の事、熱海クラブより多勢でお祝いにかけつけましょう。
　詫間・小松・大川・札埜 Y's出席

　7月22日　熱海グローリークラブの初例会が「熱海後
楽園ホテル」にて開催されました。例会は司会者のリー
ドで進められ、来賓、ビジター出席者紹介に苦労の跡が
見えました。歴史あるクラブらしく規律もしっかりしてい
て、安心していられる例会でした。原俊彦東日本区理事
も素晴らしいキックオフ例会だと感銘していました。
　中島・橋本・詫間・中山・安田・青木・札埜 Y's出席

　7月23日　湯河原クラブの初例会が「ホテル城山」に
て開催されました。少数精鋭で、しっかりと運営されて
いる感じを受けました。北村会長の「会長初例会巡り」

の始まりの話を聞き、ワイズの歴史の重みを改めて感じま
した。
　中島・小原・詫間・安田・青木・札埜 Y's出席

　以上10クラブの初例会訪問記ですが全体を通して感じ
られるのは、若輩な私には難しい課題ばかりですが、ク
ラブの事業運営はそのクラブ独自の運営方法があろうか
と思われますが、何が基本的要素を持つ月一度の例会
のあり方なのか、考えさせられた初例会巡りでした。
　規律に関して他の奉仕団体の昔話で申し訳ありません
が、新会員獲得に大変だからと出席率100％を崩しても
良い等、いろいろな規律を柔らかく運営するように理事
会が決定、その後40名を超していたクラブが5年ほどで
崩壊した例があります。当クラブは規律や原則を崩さず
理念をもって運営して行けたらと思います。
　尚、3年連続で「初例会巡り」100％を詫間直前会長
が達成したのは大変意義深い事です。私自身は一昨年
と本年は100％でした。私も気をひきしめて、副書記の
役割を今一度考えながら頑張る所存です。各クラブの今
後の繁栄を祈念申し上げ、訪問記とさせて頂きます。



A担当副会長　橋本 一実　
　7月12日㈰ 三島市の静岡県総合健康センターに於い
て第1回富士山部評議会が午後3時より開催され、評議
会の前に午後1時より開催された役員会から参加の中島
会長、小原会員増強事業主査に若林書記、栗本会計と
私が合流し、熱海クラブからは5名が評議会に参加致し
ました。
開会の点鐘に続いて、鈴木部長の挨拶では「三島クラ
ブも富士山部の事業に対して全力を尽くす。本日は良い
協議ができるよう願っている」と述べ、早速報告事項に
入りました。報告では08年度の東日本区代議員会・第
12回東日本区大会富士山部受賞報告が田辺直前部長
から行われ、次に第１回東日本区役員会報告が行われ、
「2010年の世界大会には登録無しということが無い様
に」と協力を求めた。
次に議案の審議に入り、
①第１号議案　08年度一般会計及び特別会計決算案
　承認の件（承認）
②第２号議案　09年度　部長、各主査、各役員、　　
　各クラブ会長方針案承認の件（承認）
③第３号議案　09年度一般会計及び特別会計予算案
　承認の件（承認）
④第４号議案の富士山部次々期部長選出については
　調整中につき、継続審議となった。
⑤第５号議案　富士山部2000プロジェクト委員長に
　活動費支給案了承の件（承認）
⑥第６号議案　2010年国際大会時に富士山部支援
　トリヴァンドラム洋裁学校生徒 2名をSTEP制度活
　用し日本へ招待する準備案承認の件（承認）
その他では下田クラブ30周年が9月12日㈯ 下田東急ホ
テルで開催予定であることと、第32回富士山部部会及
び親睦会が10月4日㈰にホストクラブは三島クラブにて
開催されると報告があった。また、泉ユース事業主査より、
ご協力いただいたプルタブについて、換金し20,822円
となったことが報告された。

ワイズ自分史第１回富士山部評議会報告

　45代会長中島寛勝Y's、初例会、順
風満帆の船出おめでとうございます。
荒波にも負けず、日頃のキャラクター
で思いやりと笑いのある、コミニュケー
ションの取れたクラブであります様、
お願いします。今回、僕にきたお題は、
ワイズ自分史と云うことで、入会より国

際大会までを書きます。まず入会日ですが、7代会長長
井一夫Y'sの最終例会日「1972年8月28日（昭和47年）」
が入会日でした。会員数69名、8代会長青木運男
Y's1972年（昭和47年）の9月例会よりスタートです。
配属はドライバー委員会、Y'sの委員会構成は、ABCグ
ループに分かれ、Aは総務担当、Bは事業担当、Cは外
交庶務とでも云いましょうか、当時の委員会活動と云っ
たら、ものすごかった。連日連夜、入れ替わりの活動的
な委員会でした。それにも勝る大会が行われていました、
ゲストスピーカーの多彩な人達から色々な話しを聞く事
が出来ました。当時の初例会は、9月に始まり8月が最終
例会でした。初例会が7月に変わったのは、10代会長藤
井銀次郎Y'sからです。9代会長桜井延春Y'sの時に10
周年の式典が1973年11月25日、参加者227名で行われ
ました。9代目の会長の時に何故10周年をとお思いでしょ
う、それは初代会長太田君男Y'sが1年8ヶ月会長職を
務めたからです。〔1963年（昭和38年）12月より、
1965年（昭和40年）8月まで〕11代会長石井信吉Y's
の時に1975年（昭和50年）7月12日より15日まで国際
大会がニューフジヤにて1,115名の参加で行われました。
徹夜で会場作りをしたのが良い思い出に残っています。

青少年事業委員会　室伏　勲　

42才の決意

　この度、来宮神社御鳳輦奉仕が無
事に終了致しました。皆様の御理解・
御協力の元、成功出来ました事に心よ
り感謝致します。本当にどうもありがと
うございました。私もやっと一人前の
大人に仲間入り出来る年齢になりまし
た。そこで42才の決意ですが、自分を

もう一度見直す良いチャンスだと思い、私の決意は「原
点復帰」であります。仕事に対しても、プライベートに
対しても、自分自身おごりや、わがままな所をもう一度
見つめ直し初心に帰りたいと思います。そして新たなス
タートラインとして、今まで出来なかった事に挑戦して行
きたいです。今の現状はほとんど休みも無く、一日のうち、
ほとんどの時間を仕事についやしております。5才・3才・
1才の子供がおりますので、子供の為にもう少し時間を
ついやせる様にするのが、まず目先のお父さんとしての
目標です。そして本題の原点復帰ですが、礼儀正しく、
人を敬う、人を思いやる優しい気持ち。私が子供に日頃
教育している事ですが、いざ自分の事になると難しいの
が、現実です。そんな日常のささいな事から自分自身を
変えられたらと思います。

プログラム・ドライバー委員会　梅田 邦彦　

Shimoda y’s men’s club
30th anniversary

第32回 富士山部会
日時：2009年 10月4日日　場所：ブケ東海三島

切手・現金の収集強化月間

日時：2009年 9月12日土
場所：下田東急ホテル

9月
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第2回 役員会報告

7月例会だより

〈日　　時〉 平成21年8月3日㈪　7時30分開会
〈会　　場〉 ワイズ事務所  司会：Ｂ副会長 大澤光夫
〈会長挨拶〉 中島寛勝

1.サマーキャンプの件 ........................................ 報告
　キャンパー：17名　リーダー：3名 御協力お願い致します。
1.メネット親睦花火観賞会の件.............................. 報告
　8月23日㈰ 実施　現在も継続募集中です。

〈議　　題〉　議長：中島寛勝
1.8月例会プログラムの件 ................................... 承認
　8月24日㈪ pm6:30～　ニューフジヤホテルにて開催
　卓話者：柳下良尾氏に依頼・次第等
1.富士山部会の件 ........................................... 承認
　参加募集要項送付　10月4日㈰ 三島ブケ東海にて開催
1.新入会員推薦依頼の件 ................................... 承認
　推薦依頼書・依頼開始　締切：9月28日㈪
1.暑中見舞い掲載の件 ...................................... 承認
　掲載先（熱海新聞）・掲載内容・予算等
1.前年度クラブアワード集計・発表の件..................... 承認
　熱海クラブ8月例会にて発表　1位：詫間 2位：中山 3位：中島
1.親睦東京ドーム観戦の件 .................................. 承認
　募集要項承認・送付　9月6日㈰実施　巨人対ヤクルト
1.台中クラブ来熱の件 ....................................... 承認
　9月例会に訪問決定　滞在日程等詳細確認中
1.台中クラブ公式訪問の件.................................. 承認
　1月18日開催の台中クラブ40周年記念式典に公式訪問
1.ジャガイモ・カボチャ購入の件.............................. 承認
　本年度も昨年度に引き続き購入決定
1.東日本区次期事業主査輩出の件 ........................ 承認
　小原幹事を次期東日本区地域奉仕事業主任として輩出

〈報告事項〉

日　 時　　8月24日 ㈪
会　 場　　ニューフジヤホテル
受　 付　　岸 昭秀君 ・ 西部 愼介君
司　 会　　澤口 恒靖君

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.食前の祈り
1.会食
1.委員会報告
1.卓話「俳句を楽しむ」
1.誕生日・結婚記念日祝
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
日吉 浩之君
全 員
渡辺　亨君
中島 寛勝君
中島 寛勝君 
若林健一郎君
八代 一雄君

各担当委員会
柳下 良尾様
司 会 者
親睦委員会
各担当委員会
大澤 光夫君
中島 寛勝君

会　　　長

会　　　長
会　　　長
書　　　記

Ｂ 副 会 長
会　　　長

2009年度 8月例会プログラム

YMCA 8月理事運営委員会は休みです。YMCA 8月理事運営委員会は休みです。YMCA 8月理事運営委員会は休みです。

CS･TOF委員会　伊藤哲也　
　“中島丸”出航！。齊藤熱海市長、田島県議、鈴木富士山
部長を始めとして関係者各位、近隣クラブの諸兄等をお迎えし
計百余名の参加者での盛大な初例会となりました。
　『助け愛・支え愛。そして、ワイズ愛！』という熱海クラブ会長
主題にて今年度がスタート致しました。中島新会長の過呼吸気
味の挨拶が、今年度の熱い意気込みを感じさせるようでした。
　今年度は、例年の行事に加え、台中クラブの来熱、同クラブ
創立40周年等があります。
海外との交流も今後益々発展していくことが期待されます。
　皆様、今後とも宜しくお願い致します。

詫間　勲
中山良雄
中島寛勝
西島智仁
札埜慶一
後藤軍治
小松　巌
西川　正
栗本治郎
橋本一実

11440.0
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6220.0
5469.1

１位
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
10位

pt
pt
pt
pt
pt
pt
pt
pt
pt
pt

◎歓迎懇親会
日時 : 2009年9月28日月（熱海クラブ例会日）
場所 : 熱海ニューフジヤホテル

熱烈歓迎 台中クラブ来熱。

▲以上10位まで!!  詳細は9月例会場にて発表。
ポイントにこだわらず、ワイズライフを楽しんで下さい。

前年度ASFポイント優秀者
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