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〈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

6月例会報告

BF基金

スマイル YMCA基金

5月メーキャップ 5月出席率

在 籍 者

功労会員

広義会員

出 席 者

出 席 率

ビ ジ タ ー

ゲ ス ト

メ ネ ッ ト

メーキャップ済

46名

1名

1名

42名

2名

0名

6名

0名

計50名93.18％

６月

累計

46,000円

459,740円

６月

累計

2,315円

39,391円

6月

切手

累計

 　0ｇ

 　0ｇ

3名 100％

現金

累計

36,000円

482,000円

Vol.541

熱海クラブ会長主題 絆・心に残るクラブライフを!!

今月の聖句

ルカによる福音書　第11章9節

梅田邦彦君
小倉幹史君
中村欽一君

2日
11日
16日

25日
28日

若林ルミ子さん
中島由美さん

・・・・メネット・・・・
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「心新に立ち上がろう」
“Once More We Stand”

「心新に立ち上がろう」
“Once More We Stand”

国際会長主題

「豊かな奉仕！～変化そして躍進！」
“Let’s Serve Joyfully! ～Change 
and Everlasting Jump!”

東日本区理事主題
「親睦が輪を作る!」
“Friendships give us a Circle!”

アジア地域会長主題

富士山部部長主題

HappyBirthday
お誕生日おめでとう

Happy 
　Wedding Anniversary

結婚記念日おめでとう

※該当者なし

求めなさい。そうすれば、与えられる。 
探しなさい。そうすれば、見つかる。

門をたたきなさい。そうすれば、開かれる。
だれでも、求める者は受け、探す者は見つけ、

門をたたく者は開かれる。

強調月間
YMCAサービス
ASFの月



　6月５、6日の2日間にわたり15名
しかいないメンバーで構成されている
富士五湖ワイズのホストで富士急ハイ
ランドリゾートホテルにて開催された。
それもまだ7年目の若いクラブでエー
ジェントに頼らないオリジナリティーあ

ふれる大会であった。今年は8月に横浜国際大会があ
るので出費を抑えるために日帰りにするとか簡単にま
とめるとか例年にない諸問題を抱えながらの中この少
数精鋭クラブが従来の大会以上の内容でまとめてくれ
た事に素晴らしい感動を覚えたものであった。更にう
れしいのは天気に恵まれ富士山も見事に山頂を表し祝
福の洗礼であったことだ。大会最後の原東日本区理事
の感想御礼の挨拶の途中涙声になったあの一言に全て
の大会の成功を物語った。
　さて朝8時本体9名は鈴木恵氏のワゴンで寿司堪前
を出発した、（中島・小原氏は代議委員会出席の為早朝
に出た）私、橋本氏はあとから追いかけた。西川ドラ
委員長が責任をもって見送ってくれたのにも感激した。
今回の登録者は430名であった、当初の予想見込み
300名をはるかにしのぐこの数もすごいものだ。大会
中の多くのイベントの中私の記憶に強く残ったのは地
元高校生のジャズバンドによる記念演奏であった、プ
ロ顔負けの「のり」にしばし時間を忘れた。1番うれし
いのは中島会長の親子2代にわたるCS年賀切手収集を
認められ「理事特別賞」を受賞した事だ。中島会長の
英語スピーチのおまけまでついたが。
　最後に熱海クラブ登録者14名は下記の通りでした。
中島会長、青木メン、青木メネット、池田、大川、小
原次期東日本区主任、小倉、栗本、後藤、鈴木恵、西
島、橋本次期会長、二見、松井ワイズ

　「いよいよこの時を迎える」といっ
た緊張感でこの半年間はあっという間
でした。早いものでワイズメンズクラ
ブに入会して10年が過ぎました。多く
の出会いがあり貴重な経験をさせてい
ただいたのもワイズのメンバーだった

お陰です。初めて韓国に行ったときもBF代表で釜山α
クラブの公式訪問でしたし、Ａ・Ｂ副会長、書記、会
計そして、青少年委員長を2度も経験させていただき、
その時の子ども達も随分大きくなりました。IBC・BF、
CS・TOF、広報・会報、親睦・メネットの各委員長も
貴重な経験でした。この経験を活かし、熱海クラブの
活動を社会に周知しながら、更にクラブ会員の「絆」
を深めるための各委員会活動を中心とした運営ができ
ればと考えております。また、今期は6名の新人委員長
さんを起用いたしました。昨今、一人委員会が多くなり
つつありましたが、新しい発想も取り入れながら、お
互いを尊重しつつ先輩の皆さんに支えていただき委員
会活動が活性化することを期待しています。また、会
の輪が更に広がることが各メンバーのプラスとなるよう
に務めて参ります。私は今でも趣味である早朝野球を
続けていますが、チームワークが保てなければ試合に
は決して勝つことはできません。ワイズも「全員野球」
で望むことができれば充実したクラブライフになるも
のと考えております。そして、今期は我がクラブより東
日本区地域奉仕事業主任として小原進一君を選出して
おり、環境問題への取り組みも進めて参ります。何卒
メンバーの皆様、メネット、ご家族の皆様におかれま
してもご理解とご協力、そしてご指導のほど宜しくお
願い申しあげます。

2010年7月6日㈫　於：YMCA青少年センター
　司会は、熱海クラブ期待の新人、会
報広報委員長梅田Y'sの挨拶で凛と開
始された。開会の辞は、熱海クラブ直
前会長中島Y'sが、１年間のお礼と、熱
海の発展、青少年健全育成のために今

後とも頑張ろうと勢い良く挨拶。続いて、熱海クラブ
会長橋本Y'sより、熱海クラブのリーダーとして頑張り、
会長主題「絆・心に残るクラブライフ」を実践すると挨拶。
熱海グローリー会長勝又Y'sより２度目の会長ですがと
前置きされ、会長主題「出会いを楽しむ」を実践され
ると挨拶。その後各自が自己紹介を和やかな中に進め
た。そして、各クラブの事業説明がＡ、Ｂ副会長から、
委員会構成、月別行事などが説明された。報道機関よ
り、質疑応答が活発に行われ、合同記者会見は成功裏
に閉会した。面子を見渡せばいつものメンバーという
感じで安心して見ていたが、その中で新人の梅田Y'sが
大役を果たし、合同記者会見に新風を吹き入れたよう
に感じた。
　会計としては、やはり事業計画に目がいってしまうが、
会員数が減少する中、緊縮財政で余裕がなく、富士山
部にはこれ以上費用、人員を伴う事業をして欲しくな

第13回東日本区富士吉田大会へ参加して
書記　青木 義美

気を引き締めて全員野球で
会長　橋本 一実

平成22年度合同記者会見
会計　札埜 慶一

いというのが実情で、配慮をお願いしたいものだ。次
回は熱海グローリークラブが担当となりますことを申し
添えます。

2009〜2010年度  東日本区表彰

●東日本区理事特別表彰　中島寛勝
●地域奉仕事業表彰　　　献金貢献賞 １位5,413円(一人当り)
●会員増強事業表彰　　　EMC出席率　最優秀 100％
●国際交流事業表彰　　　IBC 交流賞
●ユース事業表彰　　　　ロースター広告協力賞
●達成賞（一人当り目標）　　CS・BF・TOF・ASF
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【参加者】
報 道 機 関 : 伊豆毎日、青木様、IKC、関本様、熱海新聞、福島様
熱海クラブ : 橋本、青木、札埜、池田、田中、中島、西島、西川、
　　　　　　安田（出席義務者10名）
熱海グローリークラブ ： 勝又、鈴木（健之）、江間、藤間、井堀、
　　　　　　　　　　　芥川、高橋、勝亦、勝木



　心からの愛と喜びを持って豊かな奉
仕活動を継続しておられる熱海クラブ
の皆様には心から感謝と敬意を表しま
す。
　CS（年賀切手）日本一の熱海クラブ
はスタッフレスの熱海YMCAを全面的

に支援し、YMCAの名のもとにサマーキャンプ、スノー
キャンプ、外国語教室、ワイズ会長杯ドッジボール大会
など多くの事業を通して青少年と地域社会のために貢
献しておられます。これらの諸活動は既に市民権を得
ており、東日本区としても高く評価しております。
　新しい年度も更なる「豊かな奉仕」を求めて「変化そ
して躍進」を期待しております。
　その１は会員増への期待です。東日本区発足時の熱
海クラブは66名でしたが、今は48名（10年1月現在）
ですから18名の会員増の実現を期待します。
　その２は、クラブ拡張への期待です。47年の歴史
と輝かしい伝統を誇る熱海クラブは1984年に熱海グ
ローリークラブを誕生させて以来クラブ拡張の働きは
お休み状態が26年間も続いています。本年度はお休み
を返上してクラブ拡張を実現させて下さい。実力のあ
る熱海クラブならきっと出来ます。時が良くても悪くて
も。
　その３の期待は楽しいクラブ作りです。熱海クラブ
は愛をキーワードにして、心豊かに奉仕の心で、質の
高い充実した例会がもたれていると聞いていますが、
更にワンランク上の国際奉仕クラブを目指して「変化そ
して躍進」の年度にして下さい。
　熱海クラブへの期待は膨らむばかりです。益々のご
発展を祈りつつ…。

　親子２代ワイズメンに新風を吹き込
み、年賀葉書当選番号常にダントツの
１番、地域密着の青少年夏および冬季
プログラム、台湾台中とのIBC人物交
流全てのプログラムに貴クラブの強い
リーダーシップの継続と、活力強い連

帯意識を感じます。1975年に３泊４日にわたり開催さ
れた第51回国際大会には、」北欧デンマーク・スウェー
デン・ノルウェー、そしてフィンランドのワイズ147名
が参加、今の熱海YMCAセンターに毎夜集合、夜半ま
でフェローシップを楽しんだことは有名で語り草にな
り、その後の国際の舞台で活躍した多くのリーダーを
排出したことは特質すべきことである。
　橋本一実会長、公私ともに多忙の中進んで会長職を
お引き受けいただき感謝です。新しいリゾート地として
再生が期待される熱海市のオピニヨンリーダーとして
活躍を期待します。元気な女性がお洒落をして歩いて
楽しい街に変身するためにはまず熱海市民の意識改革
が急務です。
　会場設営にも工夫を凝らし、会場監督・マーシャル
を増強、他クラブからのヴィジターが熱海クラブ例会
に登録して感動して帰路につくシナリオをしっかりと作
成してはいかがでしょう。ワイズメンズクラブの存在感
をもっと市内に飾りましょう。22年ぶり日本で国際大
会が開催されるので、ぜひとも国際親善を深め合わせ
て熱海市を海外から訪問するワイズメンにアピールして
ください。
　新しい規格と格段の努力と行動力があって初めて日
本No.1です。

　熱海クラブの皆様新年度を迎えられ
一言ご挨拶申し上げます。
　６月５、６日富士五湖ワイズメンズク
ラブのホストで東日本区大会が開催さ
れ、原俊彦理事から松田俊彦新理事そ
して新役員の方々もそれぞれ2010年

度へと事業活動が引継がれる事となりました。
　私も鈴木忠雄部長よりバッチの交換をして頂き、富
士山部も新年度へと引継がれる瞬間でした。と同時に
これから部内11クラブとたずさわり富士山部の運営を
委託された重みを感じました。
　貴クラブは在籍者47名を抱する大所帯です。その運
営を任される橋本一実新会長、新役員の方々のご苦労
をお察し致します。
　今期部役員にはユース事業主任を小松巌ワイズに運
営の一翼を担って頂きました。又、小原進一ワイズが
地域奉仕事業主査として東日本区の役員となり私と共
に区のパイプ役として就任され大変心強い思いです。
事業計画も１年間休む間もなく奉仕が継続されお忙し
いとは存じますが、部の運営にも是非ご協力お願い致
します。

　６月13日熱海YMCA青少年センター
にて、宝田富士山部長の第１回役員会
が開催されました。
　熱海クラブからは、橋本会長と小松
ユース事業主査が役員として出席しま
した。

　冒頭に、第13回東日本区大会で富士山部が理事特
別賞を受賞した事と、次次期理事に甲府クラブの駒田
ワイズが決定された事が報告されました。
　主な議案は下記の通りで可決されました。

①富士山部役員承認の件
②予算案承認の件
③各役員活動方針承認の件
④国際役員来部の際の費用負担の件
⑤次次期部長選出の件
⑥トリバンドラム訪問の際の支援募金の件

　特に今期は国際大会の関係で各クラブには、負担が
かかる事が多くなりそうです。
　義務者26名中24名が出席し、オブサーバーも私を
含めて多数参加し、真剣にもスムーズな進行で終了しま
した。

豊かな奉仕を !
東日本区理事　松田 俊彦

奉仕・友愛・世界的展望　東日本区 No.1をめざせ！
熱海 YMCA 理事長　竹内 俊朗

新年度を迎えられて
富士山部部長　宝田 昌孝

第１回富士山部役員会報告
東日本区地域事業主任　小原 進一

熱海ワイズメンズクラブ



平成22年7月2日㈮　於：ポラリス
欠席：札埜会計・梅田会報広報、他16名出席

1.国際大会参加者:17名
1.IBC来熱〔8月5月来日、国際大会参加　翌日来熱予定〕
　詳細は栗本IBC委員長が連絡をとっている
1.YMCAキャンプ中間報告（現在20名応募）
1.合同記者会見
1.初例会（感謝盾等）
1.他クラブ初例会訪問
1.チャリティラン・イン・御殿場（11月20日）
1.富士山部第1回評議会
1.今年度会員数:46名でスタート
1.ワイズボウタイ残：些少のため注文必要

●審議事項
1.新旧慰労・激励会予算案の件................................承認
1.サマーフェスティバル協賛金の件............................承認
1.暑中広告（熱海新聞）の件.....................................承認
1.交通安全委員会協賛金の件 .................................承認
会計監査は今期幹事が1名の為中島直前が兼任

終了後　懇親会

●次回　8月役員会　8月2日㈪19時半～ワイズ事務所

●報告事項

日　 時・・・7月26日 （第4月曜日）　pm6:30例会開会
会　 場・・・熱海ニューフジヤホテル
受　 付・・・鈴木道夫君・村瀬善之君
司　 会・・・後藤軍治君

2010年度 7月例会プログラム

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

橋本 一実君
二見 康一君
全 員
深澤 勇弘君
橋本 一実君
橋本 一実君
青木 義美君

宝田 昌孝様
栗本 治郎君
中島 寛勝君

橋本 一実君
各担当委員会
後藤 軍治君
親睦委員会
各担当委員会
池田 直文君
橋本 一実君

会　　　長

会　　　長
会　　　長
書　　　記

富士山部長

直 前 会 長

会　　　長

司 会 者

A 副 会 長
会　　　長

　梅雨に入り連日雨が多い中、この日は爽
やかに晴れ渡り夏を感じさせる気候のよい
日となりました。早いもので中島年度も最

後の例会となり、森君、西川君、中山君、青木君、西部君、
中島会長の6人のメネットをはじめ伊東クラブのメンバー2名
が参加されニューフジヤホテルで開催されました。3度の入
退院を繰り返されていた大澤B副会長も5ヶ月ぶりに元気に
出席され、メンバーの齊藤市長も久しぶりに来場し笑顔をの
ぞかせていました。中島会長の1年間を振り返ってのスピー
チでは苦楽共に充実した思いからかグッとこみあげて言葉に
つまる場面もあり一生懸命務めあげた証として会場からたく
さんの拍手が鳴り響いていました。中島会長主題『助け愛・
支え愛・そして、ワイズ愛!』のとおり見事に達成された瞬間
だったと思います。中島会長をはじめ役員の皆様1年間本当
にご苦労様でした。感謝申し上げます。

■議題
１. 夏期事業の確認　熱海キャンプ／青木委員

熱海Y'sサマーキャンプ7月24､25､26日2泊3日、朝霧エコヴィ
レッジに於いて、初めての計画。参加費10,000円、会員以外は
11,000円。現在25名の参加申し込みあり、30名を目標にさら
にPRします。

２. チャリティラン準備について／長谷川実行委員長

去る6月29日第4回実行委員会を開催（於：沼津センター）
参加者:大和田所長、佐久間、鍋田、井上、中島、森、鈴木部長
第１報1,500部印刷。7月1日の理事会及び部長公式訪問時
に各クラブへ配布。議事録は委員会作成別紙。備品の横断幕
は鈴木道夫君が保管。

３. 第25回中学生英語スピーチコンテストの準備について

「お知らせ兼申込書」を夏休み前に参加見込み中学校へ郵送。
9月に訪問し参加要請を行います。区切りの25回目につき、
賞品等を考慮する。各クラブの協力をお願い致します。

2010年7月1日㈭　於：熱海YMCAセンター　記録：総務 森 

EMC委員会　村瀬善之　

過日のメネットの葬儀に際し皆様からの弔意に感謝申し上げま
す。横浜における国際大会がいよいよ間近になり8月5、6日の参
加をお願いします。前回の理事会で保留とした、移動理事会は
10月6日㈬7日㈭に実施します。東京から富岡、軽井沢方面を予
定、詳細は後日送ります。

■竹内理事長あいさつ

YMCA理事・運営委員会報告
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