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国際会長主題

2009

9
アジア地域会長主題

“ Th e P o w e r o f O n e ”

今月の聖句

｢一つとなる力｣

求めよ、そうすれば、与えられるであろう。

｢一つとなる力｣

捜せ、そうすれば、思い出すであろう。

スローガン “Dreaming Asia, Loving Asia”

“T he Power of One”

門をたたけ、そうすれば、あけてもらえる

東日本区理事主題

であろう。

“Hand over Our Torch of Y’s
Men-to tomorow, to the future”

マタイによる福音書

富士山部部長主題

第7章7節

“Join our Y’s dam as our
Fist Step”

｢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…」

「夢見るアジア、愛するアジア」

熱海クラブ会長主題

｢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！』

お誕生日おめでとう

結婚記念日おめでとう
結婚記念日おめでとう

1日 一藤木俊夫君 2日 伊藤 哲也君
5日 岸 昭 秀君 6日 澤口 恒康君
○メネット○
7日 下田 妙子さん 16日 西島 照子さん
18日 池田 君子さん 18日 石村なおみさん

8月例会報告
在 籍 者 48名

スマイル

ビジター

53,000円

８月

4,503円

切手

0ｇ

累計

148,000円

累計

15,413円

累計

0ｇ

8月
現金
累計

48,000円
136,000円

ゲ ス ト 1名

広義会員

1名

メ ネ ッ ト 0名
0名

メーキャップ

0名

計47名

7月出席率

100％

メーキャップ済

BF基金

８月

1名

出 席 率 97.8％

YMCA基金

0名

功労会員

出 席 者 46名

23日 小林 秀樹君・和海さん

●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

キャンプ2009
青少年事業委員長 池田 直文
8月8日〜9日の1泊2日で、今年度の
熱 海YMCAサマーキャンプを実 施し
た。雨 男（会 長）晴 男（委 員 長）の
対決は私に軍配が上がり、天候に恵ま
れた。
参加者は例年並みの17名と少なかっ
たが、メンバーの三井先生の紹介で浜
松大学の学生3名がリーダーとして来てくれて子供達の世
話をしてくれた。キャンプ等には不慣れな面もあったが、
よく子供の面倒を見てくれた。子供達にも人気が高かっ
たようだ。
1日目は10時集合でその後開村式、テント張り、昼食
後にアスレチックを楽しんだ。思っている以上に難しく体
力を使い子供たちも悪戦苦闘していた。休憩後に夕食作
り、カレーだ。慣れない手つきで人参、ジャガイモ等包
丁を使って切っていたが、危なくてつい手が出そうになる
がグッと堪えてなるべく子供達にやらせた。
火熾しさせたが、点火装置のあるガス台しか使わない
子供達には難しいらしく、空気を入れないとと言っても
火がつかず隣から種火として貰った班もあったようだ。
飯盒のご飯も炊け、カレーも上手に出来て西島ワイズの
お店よりヒレかつを仕入、カツカレーとして食べた。

食事の片付けの次は、お楽しみのキャンプファイアー
中島会長扮する火の神様の有り難い？お話の後無事点
火、燃え滾る火を囲んで楽しいひと時を過ごした。
子供達はキャンプに興奮しているのかなかなか眠りに
つかず、メンバーは子供達安全の為一晩中見回りにおわ
れていた。
翌朝6時起床、6時30分ラジオ体操。二日目のメニュー
楽焼だ。思い思いに素焼きに色を付け、子供達は出来上
がりを楽しみにしていた。
昼食は、流しそうめん。前日よりメンバーが協力して作っ
た約10メートルにわたる代物。子供達はおいしそうに、
むしゃぶりつく様に食べていた。何といってもおそば屋さ
んが作った素麺ですから旨いはずです。大澤ワイズあり
がとうございます。
名残惜しいですが、食事の後はテント撤収、ゴミ拾い

ワイズに入会して23年、初めての青少年委員会しかも
委員長でメンバーの皆様には大変ご迷惑やご心配をお掛
け致したと思いますが、仲間ということでお許し願いた
いと存じます。
参加した子供達が、全員無事にケガなく全工程を全う
でき、一緒にやり遂げることが出来たのが一番です。
会長も気苦労で大変だったと思いますが、子供達の笑顔
で疲れも吹っ飛んだのではないでしょうか。
多くのメンバーの絶大なるご協力に感謝致します。
本当にアリガトウございました。

うちの町内ここが素晴らしい
B副会長・桃山町内会会長

大澤 光夫

その昔（と言っても昭和22・3年頃
の事）1月14日になると、夜明け前市
内のあちこちから煙が上がり、火柱が
立ち、どんど焼が行われました。
我が町もご多聞に漏れずに町内会か
ら集めた、お飾り、門松、お札を組み
上げ櫓を作り、少しでも大きく豪華に
見せようと、近隣の町内の同じように組み上げた櫓のお
飾りを盗みに行ったりした懐かしい想いでがあります。
この想いを、所帯数90に満たない小さい町内会です
が、今の子供達、若いお父さん・お母さんに伝えたく、又、
昔を懐かしむおじいちゃん・おばあちゃんに喜んでもら
えればと、町内会年間の大事な行事として7月の来宮神
社例大祭、8月の子供広場で行う納涼祭、1月のこのど
んど焼きを何十年に渡り（以前は成人式が15日に行わ
れたので、どんど焼も成人式の日に行い、町内の中で成
人式を迎える人は式の後に町内に戻りどんど焼に参加、
町内の皆さんにお祝いされました）続けております。
若い人から年配の方まで、当日は臼でお餅をついて、
あんころ餅、きなこ餅、おろし餅、お汁粉作り、焼き芋
を焼いたり、山菜おこわを作ったりと、1年の初めの町
内会初顔合わせの場として、お嫁に行った人、他所の町
に引っ越した人、様々な方の憩いの場所に成る様に町内
会全員で頑張っておりますが、あと何年続くか解りませ
ん（場所の問題）一年でも長く続けられればと思います。
人の和、輪、そこが桃山町の素晴しいところです。

第13回 東日本区大会
燃やせ、ワイズの炎 つどえ！富士のふもとに
立つ鳥後を濁さず、綺麗にして閉村式をする集合場所へ
向かいました。4時のお迎えも大体時間どうりに来てくれ
て、無事参加者を送ることが出来た。

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
つなげよう横浜国際大会へ

メネット花火観賞の夕べ

ワイズ自分史

親睦・メネット委員会

田中 秀宝

メネット親睦花火観賞会が8月23日
㈰ロープウェイ展望広場特設会場にて
開催されました。中島会長のメネット、
コメット、小松幹事のメネット、コメッ
ト、マメットやメンバーにて楽しく花火
が打ち上るのを待ちました。会話の中
では山間部のあれが十国峠だ、いや場
所が違うなど、昼間とは違った景色に各々が主張を繰り
広げておりました。花火が始まると会話も無くなり、一同、
花火に魅了されました。毎年、夏には何度も花火大会が
開催されることから、熱海市民はごく当たり前のように感
じている花火大会であるが、あらためて熱海の花火の素
晴らしさを感じた。特に最後の大空中ナイアガラは鳥肌
が立つ程の感動を覚える。花火観賞終了後、一行は後
楽園の「ザ・ウェイブス」に移動し、カラオケ大会に参
加する。中島コメットと小松マメットのデュエットはとて
も愛らしく、会場内を和ませる。その後も中島会長や池
田委員長、詫間直前会長が美声を披露し高得点を出す
ものの、残念ながら優勝には届かなかった。今夏は不安
定な天候で夏らしさを感じることはなかった。また、不
況と衆議院選挙が重なり、もやもやすることが多い夏で
はあったが、この花火鑑賞会で、しばしの間、メンバー
も現実から離れられたのではないかな！！

文責

一藤木 俊夫

熱海ワイズメンズクラブのゴルフ愛好会
でクラブ会員の馬名を募集をしております。
同時にゴルフ愛好会へ入会をお待ちしてお
ります。初心者大歓迎です、どしどし応
募して下さい。
〈青 木〉クーラージュニァー 〈池 田〉キミヨワイン
〈石 村〉ジュズナーム
〈一藤木〉カマキリオーザ 〈栗 本〉ワールドジロー 〈後 藤〉ジュンコスプリングス
〈下 田〉ドンドンタテール 〈鈴木ミ〉マユミペンシル 〈津 田〉メキシコワイン
〈中 山〉チヅコタイルオー 〈西 川〉BF プラスター 〈西 島〉ハリキリブッチャー
〈松 井〉アンミツパイン 〈室 伏〉ベジタブルキュウドー 〈安 田〉チョロチョロシボール
〈 森 〉カズエペイント 〈若 林〉ルミコイノーチ 〈一藤木 メネット〉ローラーバー

過日ワイズ資料の中から上記書面が出てきました。
若い頃？の 一藤木さん作です。

以上 当時（1988年頃）63名のメンバー全員に「馬名」
がついていました。現在17名が在籍していますが、年月
のうつりかわりを感じます。一藤木さん、又、新しいメ
ンバーの馬名をつけて下さい。

第24回 中学生スピーチコンテスト
日時：10月3日

場所：起雲閣 音楽ホール

重男

ワイズの仲間と共に34年…、1974
年8月桜井延春9代会長の最終例会に
入会し、10代会長藤井銀次郎さんは
10か月の任期で石井会長から7月〜6
月の年度に変わった。ワイズ歴を振り
返る時、沢山の思い出とさまざまな事
業や出来事がよみがえります。遠出の
旅をあまり好まないのでワイズの仲間と同行した地区大
会やIBCの訪問旅行が思い出されます。一番に記憶に残
る旅は会長を務めた1985年春に台中クラブの招きで熱
海少年少女合唱団の演奏旅行に同行したことです。
メンバー数名は台湾地区大会と台中クラブ15周年合同
例会に出席の目的と合唱団の一行50名が宮本玲子先生、
松下隆二先生の引率で訪台を実施しました。台中市民
ホールでの演奏会には2000人を超す聴衆を集め、年配
の人達は日本の歌謡に魅了されていました。ホールの廊
下には各所から届いた祝いの生花が並び大きな拍手に迎
えられた時には胸に迫る感動でありました。台中市の中
正小学校を訪問し交換演奏会を催しました。我々と合唱
団の一行が校門を入ると一斉にブラスバンドが響き、全
校生3800人が各階の廊下に整列し歓迎の出迎えであり
ました。雨天の為廊下へ並んだと思われますが、日本の
戦前を思わせる規律の正しさでありました。演奏がはじま
ると日本の唱歌を一緒にハミングし、手拍子での声援、
素晴らしい会場の雰囲気に目頭が熱くなった。
翌日は最南端の併東市で行われる地区大会へ向けて2
台のバスに分乗して台中のメンバーと共に4時間の移動で
ありました。大会の開会間もなく大きな拍手に迎えられ
合唱団の演奏の出番となりました。会場の青少年会館は
緑豊かな公園の中に朱塗りの丸柱と彩色も鮮やかな彫刻
の欄間が組み込まれた中国古来の格調高い静粛な会場
でありました。思えば当時の少年少女は40代に成長し忘
れられない記憶になっていると思います。
前年度 ＢＦポイント優秀者

真っ平御免

会報委員会 森

順位
１位
２位
３位
４位
５位
６位
６位
６位
６位
10位

氏 名
津田博之
中山良雄
一藤木俊夫
鈴木道夫
森 重男
青木義美
池田直史
下田孝治
深澤勇弘
室伏 勲

基金1/50
18,000
14,000
13,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000

切手1/5 合計ポイント
360 pt
0g
321 pt
205g
260 pt
0g
258 pt
90g
250 pt
50g
248 pt
40g
248 pt
40g
248 pt
40g
248 pt
40g
246 pt
30g

会員を倍増して、2010年国際大会を成功させよう！

「インビテーション2000」
（2009年10月〜2010年3月）6ヵ月
・例会、イベントなどにたくさんの友人を誘いましょう。
・誘った人数に応じてポイントがつきます。
・PR賞として区大会で表彰されます。(クラブ、個人)
ワイズメンズクラブ国際協会

東日本区ＥＭＣ事業委員会
熱海クラブＥＭＣ委員会

YMCA理事・運営委員会報告

2009年度 9月合同例会プログラム
日
会
受
司

時
場
付
会

9月28日 ㈪
ニューフジヤホテル
草柳 義則君 ・ 下田 孝治君
山田 賢一君

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.中華民国台中クラブ団長挨拶
会長挨拶
1.書記報告
1.食前の祈り
1.乾杯
1.会食
1.委員会報告
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

会

2009年9月3日㈭ YMCAセンター

長 中島 寛勝君

会
会

長
長

書

記

直前会長

浅野 祥司君
全
員
西部 愼介君
中島 寛勝君
中島 寛勝君
呉 和 田 様
楊 志 鵬 様
若林健一郎君
梅田 邦彦君
小松 巌君

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

1.臨時総会

第3回 役員会報告
〈日
時〉平成21年9月2日㈬ 7時30分開会
〈会
場〉ワイズ事務所 司会：A副会長 橋本一実
〈会長挨拶〉中島寛勝
〈報告事項〉
1.台中クラブ来熱の件 ............................................報告
台中クラブより19名にて9月例会に公式訪問の為、来熱致します。
1.富士山部会出席登録の件 .....................................報告
10月4日㈰開催 出席登録者9名にて富士山部に変更登録。
1.下田クラブ30周年記念例会出席登録の件 ..................報告
9月12日㈯ 出席登録者6名にて変更登録。
1.新入会員推薦依頼の件 ........................................報告
9月例会が推薦締切日ですので推薦の程、宜しくお願い致します。
1.東京ドーム観戦ツアーの件 .....................................報告
9月6日㈰実施 メンバー・メネット・コメット等で14名参加予定。
1.十勝ジャガイモ・カボチャ購入の件 .............................報告
9月12日締切でメンバーに購入表送付。集計後発注致します。
〈議
題〉 議長：中島寛勝
1. 2008年度事業報告・決算の件 ...............................承認
事業報告・決算報告後、
審議し承認。
1.臨時総会開催の件..............................................承認
9月例会終了後に詫間年度事業・決算承認総会を開催。
1.9月初例会プログラムの件 .....................................承認
台中クラブとの合同例会を開催・プログラムを検討・承認。
1.メネット親睦花火観賞会 決算の件 ............................承認
8月23日㈰開催 決算報告後、審議し承認。
1.ＹＭＣＡ青少年キャンプ 決算の件 .............................承認
8月8日・9日の1泊2日で実施 決算報告後、
審議し承認。
1.会長杯ドッジボール大会の件 ..................................承認
10月31日㈯マリンホールにて開催 募集要項・予算書を審議し承認。
1.コピー機購入の件 ...............................................承認
8月役員会に上程し、
9月役員会にて審議し承認。
1.その他の件
9月20日㈰ＹＭＣＡ混声合唱団が起雲閣にてコンサートを開催。熱海クラブより生花。
10月3日㈯第24回中学生英語スピーチコンテストを起雲閣にて開催。

熱海ワイズメンズクラブ

10月例会担当予告
受
付
司
会
信
条
閉会の言葉

鈴木
西島
大川
大澤

ホームページ

1.理事長挨拶
2.議題
⑴各担当理事報告
⑵第24回 中学生英語スピーチコンテスト
10月3日㈯ 起雲閣1階音楽ホール 13：00〜17：00
⑶YMCA混声合唱団コンサートの夕べ
9月20日㈰ 起雲閣1階音楽ホール 19：00開演
⑷移動理事会
10月7・8日（水・木） 富士山YMCA〜富士五湖方面
⑸その他
上記理事会終了後、
バーベキュー懇談会
調理−青木義美Ｙ・青木メネット

第32回富士山部 部会・親睦会
開催日 : 2009年10月4日㈰
場 所 : ◇ジョイランドボウルみしま（ボーリング大会）
受付 15：30〜
◇ブケ東海三島（部会・懇親会）
受付 12：45〜
登録費 : 1,000円（ボーリング大会）8,000円
（部会・懇親会）
お知らせ

10月例会は10月26日㈪ 3クラブ（熱海・湯河原
・グローリー）合同例会です。
〔ホスト熱海クラブ〕

8月例会だより
青少年事業副委員長 深澤 勇弘
ニューフジヤの会場にて、澤口ワイズによる歯切れのよい司会
により中島会長の2回目となる点鐘で今月も例会の幕が開いた。
会長挨拶の中であった、よその団体に負けないワイズを作ると
いう言葉に皆、一致団結し、これからも青少年育成に、より一
層の力を入れようと素晴らしい挨拶につづき、直前会長の詫間
ワイズが3年連続の他クラブ初例会訪問の皆出席を達成されると
いう快挙を成し遂げられ、いつに無い盛り上がりの中、例会が
進行した。
卓話では柳下良尾先生から俳句のお話をしていただき、普段
の生活の中ではあまり耳にしない俳句のお話だったので、とても
新鮮で、勉強になりました。
それでは、柳下先生に習いまして、最後に一句
「秋の空 ゴルフ日和も プレッシャーに泣く」
お粗末でした…。

http://atami-ys.net

例会日10月26日㈪

恵次君 ・ 村瀬 善之君
智仁君 聖句朗読・開会の祈り 青木 義美君
貴久君 食 前 の 祈 り 深澤 勇弘君
光夫君

出席者：森・青木・中山
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mail@atami-ys.net
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