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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｣
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1名

41名

計45名

出 席 率95.5％

１月メーキャップ
２月メーキャップ
１月訂正出席率

42,000円

366,000円

3,330円

33,105円

切手

累計

0ｇ

 0ｇ

現金
累計

44,000円
408,000円

7名
1名

100％

２月

２月

累計

２月

累計

17日 齊藤　 栄君 　17日 八代 一雄君
25日 山田 賢一君 　26日 渡辺 　亨君

 8日 中村 詔子さん　16日 田中 由紀子さん
19日 松井 英子さん　25日 中山 千鶴子さん

4日 深澤 勇弘君･弘美さん
14日 大澤 光夫君･寿美子さん
25日 中山 良雄君･千鶴子さん

○メネット○

11日 西島 智仁君･照子さん
18日 鈴木 恵次君･美香子さん
26日 西川 　正君･八重子さん



　2月定例会後の臨時総会において中島
寛勝会長より次期会長の発表をしてい
ただきました。全役員をご承認いただき
ましたメンバーの皆様には心より御礼申
しあげます。この一年間中島会長の会
運営をリードするリーダーとしての活発
な仕事ぶりを拝見させていただき、また

そのサポートをする若林書記の微塵もミスの無い完璧な
フォローに自分にはちょっと真似できないだろうし無理だ
ろうと半分諦めにも似た開き直りで、「自分らしくやろう」
と正直気楽な心境です。と言いたいところですが、やは
りプレッシャーは感じています。しかし、肩肘張ったと
ころで既に皆様には自分の性分も見抜かれていることで
しょうから常に前向きに真面目に取り組みクラブの信頼
失墜とならないよう努力して参りたいと思います。また、
役員選考では皆様にご心配をお掛けし、また至らないと
ころも多く失礼な言動もあったと思いますが、ワイズの仲
間ということでお許しいただけたらと存じます。また本来
役員となっていただきたかった方もこの10年の付き合い
で大変多く悩みましたが、今回は初委員長経験者を6名
指名させていただきました。役員以外の皆様のサポート
無しにはスムーズなクラブ運営は望めません。何卒ご理
解とご協力、そしてご指導のほど宜しくお願い申しあげ
ます。

　携帯電話がなり、画面を見ると橋本ワ
イズの名が表示された。何やら不吉な
予感が走る。電話に出ると予感が的中
した。しかし、それは、委員長ではなく
副会長の依頼であった。悩む時間もな
く、橋本ワイズの熱意に打たれて承諾さ
せて頂きました。そして、この度の臨時

総会にて、正式に次期Ｂ副会長として、承認していただ
きましたが、書記以来の6役であり、責任の重さを痛感
しております。特にＢグループはワイズメンズクラブのメ
イン事業である、サマーキャンプ・スノーキャンプを担
当する青少年事業委員会があり、橋本年度の成否の鍵を
握る重要な部分であります。更に、橋本次期会長の意向
により、Ｂグループは人事刷新とも言うべき、初委員長
で構成されており、それをまとめる役として、改めて任の
重さを実感しております。ワイズに在籍し、早、10年が
過ぎております。まだまだ、勉強不足の点が多々ありま
すが、ぜひ、委員長ともども、メンバー全員の積極的な
ご協力をお願い致します。最後に橋本年度の隆盛のため
党派を（民主党？自民党？）越えて頑張ります！

　今回2010〜2011年橋本年度の書記
を指名されました。2005年に会長を経
験させて頂き5年ぶりの現場復帰という
事になります。見回すと橋本方針らしく
若手抜擢の人選に私はとうとう年長組
という事になっちゃいました。それも上
から○番目という上位につけさせて頂き

ました？又1998年山田利明年度に1度書記を経験しまし
たので12年ぶり2度目となります。橋本次期会長の将来
に向けてのワイズ人事方針のもと1年間務めさせて頂きま
す。私にとってもここ数年おかげさまでYMCAや国際大
会準備委員会等を通して他クラブとの交流も深めさせて
頂いたので次年度活動に少しでもお役にたちたいと思っ
てます。1歩間違えると出すぎの私なので橋本会長をさし
おいてしまう事のないようこちらも気をつけなければとも
思ってます。どうぞ宜しくお願い致します。

　町内会は錦町（錦浦が隣だから？）
この町内に住んで45年になります。高
校の先輩が近所に住んで居た事と自動
車修理販売業で町内の山車修理を任さ
れた事で町内会皆さんと疎通ができまし
た。町内組織には子供会、青年会、体
育部会、婦人会、老人会、があります。

体育部会は若い人から40代までの男女でして、先輩が
会長をして居たため二代目が私に回ってきました。運動
会や町内対抗競技など町内会皆さんで協力し良い成績
を納めました。また体育部会では祝賀会やご苦労さん会
で先輩・後輩関係なく楽しく過ごしてます。10年前に町
内会長を2期務めましたが町内皆さんが協力していただ
き後輩にバトンタッチできました。
町内会長の時に（町内たより）を発行しました。これは
町内の出来事や催しを毎月発行し回覧でだしました。そ
の結果町内の方々から町内の事が少しずつ解ってきたと
言われました。現在町内会世帯数270ですが、私が会
長の時には380世帯ぐらいでした。熱海市の人口が減っ
ている事が解ります。町内でも商店会通りに空き家が目
につきます。そして若い人達（高卒・大卒）が地元に就
職先が無く熱海から出て行ってしまっている。青年会の
人達が町内行事に積極的に参加協力しています。1月に
はどんどん焼きのお飾り集めと点火式、餅つき大会、4
月花見行事、7月祭典協力、9月錦町の夕べ（敬老会
に合わせ町内八幡神社にて）をおこなって年配の方々を
招待して（焼そば、もろこし、焼鳥、生ビール、もつ煮、
等）接待します。老人や町内会役員、青年会、体育部会、
子供会が協力して楽しく行います。町内の行事に大勢の
皆さんが参加して町内の和が広がっています。

次期会長に指名を受けて
次期会長　橋本 一実　

次期B副会長に指名を受けて
次期B副会長　田中 秀宝　

次期書記に指名されて
次期書記　青木 義美　

うちの町内ここが素晴らしい
会報委員会／錦町町内会　山田 賢一　

最終月です



　2010年度　熱海YMCAスノーキャンプは「今年の冬
はスキーにチャレンジだ」をテーマに2月13日〜14日
の一泊二日で山梨のサンメドウズ、清里スキー場でキャ
ンパー29名とメンバー10名が参加して開催された。
　キャンパーの半数が初心者だったが1日半の教室で
全員滑れる様になり、来年も参加すると張り切っていた。

　1979年、岩下会長の期に一藤木さん
の紹介で入会しました。それ以前にロー
ターアクトという青年男女クラブに入っ
ていましたが、28歳で卒業の為、勧め
られるままに老若男子だけのワイズに29
歳で入会しました。以来30年です。同
期は津田さんです。

　当時は、グローリークラブと分かれる前で、会員数は
80数名、例会には多数のビジターの出席があり、毎回合
同例会の様な賑わいで、他クラブとの交流も活発でした。
　青少年キャンプやスケート教室に携わり、国際交流で
台湾や韓国のブラザークラブ訪問を重ね、また役員を何
度か経験するうちに、いつの間にかワイズにドップリつ
かり、当時よく言われたワイキチの一人になっていました。
　EMCでの夏のユニフォームの製作、IBCでの釜山ア
ルファクラブとのIBC締結、会長時の京都パレスクラブ
とのDBC締結、40周年記念式典、東日本区大会ホスト、
区EMC事業主任等々…30年間の楽しい思い出です。
　私にとってのワイズは、優先順位が仕事、家庭に続い
ての3番目と思っていますが、妻いわく家庭より断然ワイ
ズ上位だったと言われます。思い当たることは多々ありま
す。
　皆さんにとって、ワイズは優先順位何番目でしょうか、
仕事と家庭は何より大切、されどワイズも！
　例会だけでなく、委員会、事業、イベントにも積極的
に参加しましょう。まずは、6月の東日本区大会、8月の
国際大会に参加しませんか。

　本年も3月3日、家康来熱400年委員
会の呼びかけの第五回糸川御成橋清掃
活動に、会員13名の出席を得CS活動
の一環として糸川沿いの清掃活動を行い
ました、この御成橋は、1604年3月3日
に徳川家康公が熱海を訪れ17日間逗留
した際に渡られたといわれています。以

来、家康公は、大変泉質のよい熱海温泉を愛で、その
後諸大名に知らしめ、その湯を各地に送るなど家康公の
熱海に対する貢献は多大なものがあるのです。橋洗いを
通じて熱海の歴史と温泉への感謝を今一度市民の誇りと
いたしたいと思います。

　中島年度　2月例会は１ヶ月延期された鈴木忠雄富士
山部長公式訪問・臨時総会をひかえて、スピーチ馴れし
た中島会長のなめらかな挨拶で開催された。
先の台中クラブ40周年記念例会訪問団の帰朝報告を出
席者6名全員がその成果を楽しく話してくれた。
　例会終了後、臨時総会を開催し、橋本一実次期会長
が発表され、次期会長より注目の次期A副会長（次次期
会長）に池田直文君が指名され、その後全役員が指名
発表承認された。名前を呼ぶごとに、歓声があがり、次
期への期待がうかがわれた。人事には比較的新しいメ

ンが入り、世代
交代が感じられ
たがメンバー全
員でフォロー出
来ればと思う。

スノーキャンプ ワイズ自分史　
会計　栗本 治郎　

橋洗いCS報告
プロ・ドラ委員会　二見 康一　

2月例会だより
会報委員会　



受　　付
司　　会
信　　条
閉会の言葉

浅野 祥司君 ・ 内藤 一郎君
森　 重男君
一藤木俊夫君
大澤 光夫君

発行責任者
編 集 長
副編集長
編集委員

会　　　 長
広報・会報委員長
　 〃　副委員長

中 島 寛 勝
中 山 良 雄
山 田 賢 一村瀬 善之君

中村 欽一君
事務所（〒413-8691）　静岡県熱海郵便局内私書箱37号

TEL・FAX（0557）81-7518

澤口恒康・村瀬善之・森 重男・山崎英史
聖句朗読・開会の祈り
食 前の祈り

〈日　　時〉 平成22年3月2日㈫　PM7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

1.お年玉年賀ハガキ収集の件....................................報告
　2月例会場での収集にご協力有難う御座いました。
1.京都パレスクラブ公式訪問の件 ...............................報告
　3月10日㈬に公式訪問、参加者7名 ・・・そうだ 中島会長と京都へ行こう・・・
1.ハイチ地震被災地支援募金の件 .............................報告
　募金箱総計￥17,790円を東日本区を通して募金致します。
1.次年度,今後の日程について...................................報告
　橋本次期会長より3月～6月迄の予定発表。

〈議　　題〉　議長：中島寛勝
1.3月例会（TOF移動例会）開催の件..........................承認
　3月22日㈪ pm6:30～ ＹＭＣＡ青少年センターにて開催。
1.3月例会プログラムの件........................................承認
　3月例会プログラム等を審議。橋本年度委員会所属委員発表等。
1.スノーキャンプ決算の件 ........................................承認
　2月13・14日の1泊2日で実施（参加者総数：39名）の決算書を審議。
1.東日本区大会登録の件 ........................................承認
　6月5・6日に山梨県富士吉田市で開催。参加募集要項等を審議。
1.橋洗い事業に協力の件 ........................................承認
　家康来熱400年委員会に協力し、3月3日に実施。
1.富士山部・部則検討委員選出の件............................承認
　中島寛勝会長を選出し、熱海クラブとしての部則検討事項を協議。

〈報告事項〉

日　 時　　3月22日 ㈪
会　 場　　熱海YMCA青少年センター
受　 付　　山崎 英史君 ・ 安田 克己君
司　 会　　深澤 勇弘君

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.卓話
1.委員会報告
1.次期委員会構成発表
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
八代 一雄君
全 員
鈴木 恵次君
中島 寛勝君
中島 寛勝君
若林健一郎君
三井 敏正君

ヨガ 天野昌様
各担当委員会
次 年 度
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

竹内理事長あいさつ

担当理事報告　冬期事業について

　8月に横浜で行われる国際大会に参加される、海外のメン
バーの一部の人の宿泊用に当熱海センターを提供したいと考
えております。駅までの送迎等で皆様のご協力を戴くようになるか
と存じます。ご協力をお願い致します。
　第1回チャリティランの身障者支援金として、各クラブへ5万円
ずつ本日配布致します。会計の池島君が先日メネットのご不幸
のあと諸般の都合で会計係を交代したいと申し出がありました。
皆様のご意見を伺いながら後任者を選任したいと存じます。

＊今年度の総会の日時について、22年5月30日㈰に決定。
　会場は熱海YMCAセンター大会議室。11時理事会、13時
　総会、2部として青木ysの卓話を予定「七つの海を旅して」
＊4月の理事会は4月8日（第2木曜日）
＊5月の理事会は5月6日㈭
＊3月年度末、各事業の収支報告は池島会計あてに送ってくだ
　さい。 3月25日までにお願いいたします。
＊湯河原クラブが元気になるように皆さんで応援をしましょう。
　3月の例会日3月15日㈪城山ホテルです。

末吉委員
伊東クラブ主催のスキー教室は清里にて22年2月20・21日
に実施しました。参加人数はバス2台90名の参加と、メンバー
14名が自家用車4台で同行しました。参加費は25,000円。

青木委員
熱海クラブ主催のスキー教室は2月13・14日に例年と同じ清
里スキー場において実施しました。生徒の参加は、29名バス
1台、メンバー10名で無事終了しました。参加費25,000円。

長谷川実行委員長
第2回チャリティラン実行委員会はメンバーがほぼそろいまし
た。第1回実行委員会は、3月14日㈰東山荘において開催し
ます。

井上委員
恒例の中学生招待サッカー大会を3月6日㈯7日㈰に開催
します。DBC京都エイブルクラブと協賛事業で身障児施設の
子供たちに富士山登山を体験させたいと6合目までの目標で
計画しております。チャリティランの支援資金5万円を活用した
いと考えております。

八嶋理事
永年継続した事業コメット文庫は今年3月をもって閉鎖します。

永田委員
静岡クラブは5月5日に昨年のチャリティランと同じ方法で身
障者も慰問し交流する事業を行います。県教育委員会の支援
を受けて、協力してもらえる会社を訪問し応援をしてもらう予定
です。目的は清水市へワイズメンズクラブを作ることのために
やります。

鈴木委員
会員増強、正会員28名、維持会員29名、メンバー251名、
合計308名です。

井堀委員
パソコン教室、第1期が10月から3月で今月終了します。
引き続きインターネット、メールのやり方を勉強します。

藤井委員
会場の利用一覧表を作成し入り口に掲示しました。同じ物を
委員全員にFAXします。

2010年3月4日㈭　於：熱海YMCAセンター 記録：総務 森

出席者：中山・青木・森




