アジア地域会長主題

「心新に立ち上がろう」

「心新に立ち上がろう」

Once More We Stand

Once More We Stand

東日本区理事主題

富士山部部長主題

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

「親睦が輪を作る!」
Friendships give us a Circle!

THE SERVICE
CLUB OF
THE YMCA

国際会長主題

ATAMI

THE Y’S MEN’S CLUB

OF

熱海クラブ会長主題

絆・心に残るクラブライフを!!

Strong ties & Enjoy the wonderful club life!

今月の聖句
互いに愛し合いなさい。わたしがあなたがた

8月例会報告

を愛したように、あなたがたも互いに愛し合

在 籍 者

46名

ビジター

2名

療養会員

1名

ゲ ス ト

1名

てあなたがたがわたしの弟子であることを、

功労会員

1名

メ ネ ット

0名

皆が知るようになる。

広義会員

1名

出 席 率 97.67％

出 席 者

42名

計45名

スマイル

YMCA 基金

8月

72,000円

8月

2,728円

累計

147,000円

累計

8,077円

7月メーキャップ

7月出席率

0名

100％

BF基金

8月

切手

0ｇ

現金

35,000円

累計

0ｇ

累計

122,000円

いなさい。互いに愛し合うならば、それによっ

ヨハネによる福音書

第13章34節

お誕生日おめでとう

HappyBirthday
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
16日
18日
18日

下田妙子さん
西島照子さん
池田君代さん
石村なおみさん

Happy
Wedding Anniversary
結婚記念日おめでとう

23日 小林秀樹君・和海さん

2010

9

Vol.543

強調月間
ユースの月
TO ACKNOWLEDGE
THE DUTY THAT
ACCOMPANIES
EVERY RIGHT

〈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

横浜国際大会参加報告

警察庁長官表彰を受賞して

東日本区地域事業主任

広報 ･ 会報副委員長

小原 進一

８月５日から８日までパシフィコ横浜
にて、国際大会が開催されました。
熱海クラブからは、橋本会長をはじ
めとして１７名が登録しました。時節が
ら、
とてもフルに参加する事はかないま
せんでしたが、個々の予定で国際大会の
雰囲気を味わってきたと思います。私が参加したのは、
初日と３日目でした。
初日の主なプログラムは開会セレモニーと来賓挨
拶・基調講演・晩餐会（Ｉ
ＰＩ
Ｐナイト）でした。基調講演は、
環境ジャーナリストの枝廣淳子氏の環境問題公開講演
で今地球のために私たちひとりひとりが何をすべきか
問いかけられました。晩餐会のイベント
（日本の夏祭り）
では、
１ブース（パチンココーナー）を栗本ワイズが担当
し、通訳で栗本メネットと友人が、多数の海外の参加者
との橋渡しを果たして盛況でした。
３日目は午後から参加しました。会場は小会議室に
移り、午前中の全体ミーティング後の、分科会形式の討
論会を繰り広げていました。分科会の内訳は①ＹＭＣＡ
パートナーシップ・②Ｅ・③ＭＣ・④ＣＳ・⑤環境・⑥メ
ネットでした。それぞれがテーマを決めてさまざまなエ
リアのメンバーが活発に意見交換をしていました。役目
柄どれも関心が深く、何か一つでも持ち帰ればと思った
のですが、語学という厚い壁に阻まれて理解不能状態
で退散。
夕方から熱海クラブのメンバーも合流して晩餐会（プ
レジデントボール）に参加しました。同じクラブのメン
バーが同じテーブルに付かないため、皆はじめは不安そ
うでしたが、テーブルが埋まるにつれて国境を越えてコ
ミュニケーションを図るようになりました。
この大会には、区内の多くのメンバーが携わっていま
した。
（皆そろいのユニフォームを着ていました。）熱海
クラブや個人的には一抹の寂しさも覚えましたが仕方
がない事です。参加した２日は、しっかりと熱海ナイト
を開催してメンバー間の親睦はしっかりと深めて参りま
した。

西川 正

警察庁長官より警察協力賞という大
変名誉ある賞を頂きました。
熱海中学が荒れていた頃、私は校
外指導委員長の役に有り、そんな関係
で当時の防犯課の勧めでこんな制度が
出来たのでやってくれないかと言われ
ました。その制度とは少年警察協助員（県警本部長委
嘱）で青少年の健全育成を目的とするものです。故鈴
木十三司ワイズと一緒に引き受けました。その後昭和
60年に風営法改正により、新しく出来た少年指導員（静
岡県公安委員会委嘱）に移り現在に至っております。6
月下旬に生活安全課より表彰が決まりましたと連絡が
ありましたが、何の表彰かも知らず7月8日に静岡県警
察本部で本部長より伝達を受けました。
全国で40名、静岡県で1人との事でした。これもひ
とえに少年警察協助員、少年指導員皆様の協力のお陰
で頂けました。本当は西川正でなく、熱海警察署少年
警察ボランティア連絡会だと思って居ります。

《 前年度ASFポイント優秀者 ベスト10 》
氏

名

ポイント

氏

名

ポイント

１位 中 島 寛 勝 10,968pt 6位 中 山 良 雄

6,380pt

２位 栗 本 治 郎

7,180pt

7位 西 島 智 仁

5,764pt

３位 若林健一郎

7,177pt 8位 札 埜 慶 一

5,626pt

４位 橋 本 一 実

6,806pt 9位 鈴 木 恵 次

4,978pt

５位 小 原 進 一

6,780pt 10位 池 田 直 文

4,916pt

《 前年度BF基金優秀者 ベスト5 》
１位

中

島

氏

名

寛

勝

19,000pt

ポイント

２位

津

田

博

之

18,000pt

３位

青

木

義

美

13,040pt

４位

中

山

良

雄

13,000pt

５位

岸 昭秀・西川 正

12,130pt

熱海ワイズ 親睦ゴルフ大会にて

栗本ワイズ ホールインワン達成!!
2010年8月25日

伊豆大仁C.C

天城コース 2番ホール
距離：185ヤード

3番アイアン使用

栗本治郎

熱海ワイズメンズクラブ

☀第二小学校 ３年生 青山 爽太
ぼくは、
キャンプで２日とまりました。
キャンプでは、
りょうりとかをじぶんでつくれ
るからうまかったです。いくとちゅうたきでお
べんとうをたべました。そのときはだしになっ
て水の中にはいりました。
つめたかったです。
さいごのばんごはんは、
うまかったです。

☀片浜小学校 1年生 田中 和香
きのうのよるきゃんぷふぁいやをやりまし
た。それでかみなりがごろごろふってきてたけ
どあめとかみなりがやんだからきゃんぷふぁ
いやができたよ。
りいだーのひとがしんげんじをやりました。そ
れでじゃんけんをしておにとしんげんじをき
めました。わたしはおにもどっちもやったけど
よくわからなかった。

☀第二小学校 ３年生 北原 壮馬
さいしょのあるくのがきつかったけど、なれ
てきてたのしかったです。
ついてよるになって、
おふろにはいりました。つぎのよるには、キャ
ンプファイヤーをしてひるにはブーメランと
ロケットをつくってからそれであそんでみまし
た。あさは、ごはんをじぶんたちでつくってみ
んなのはんでそのつくったごはんをたべまし
た。
おもしろかったです。

☀片浜小学校 3年生 田中 天斗
1番楽しかったことは、キャンプファイヤー
です。理由は、曲も2曲歌えたし、遊びもできた
からです。
でも、遊びのしんげんちは役人ができなかった
からちょっとくやしかったです。

☀第二小学校 3年生 渡辺 航太
ふろがきもちよかった。
たのしかった。
さいしょは、
よるねむれなかったから、ブーメ
ランをつくるときに、
ねてしまった。

☀函南西小学校 １年生 梅田 竜正
ごはんじぶんたちでつくったよ。おいしかっ
たです。ぜんぶたのしかった。
☀第一小学校 １年生 二見 怡武希
キャンプファイヤーがあつかった。
やきそばがおいしかったです。
☀第一小学校 ３年生 藤間 孔祐
カミナリがなっていたけど炎がでたらカミナ
リとまってくもが青い空がくもをきりさくよう
に青い空がでて、ほしがでてすごかったです。
ピンポンをボウリングのピンでうったり大き
なかまみたいなものでうったりしてたのし
かったです。
☀第二小学校 １年生 深澤 慶樹
ロケットをつくっておもしろかったよ。ブー
メランもたくさんとんでたのしかった。
☀第二小学校 ３年生 田中 くるみ
わたしが楽しかったことは、
ごはんをつくっ
たこと
です。さいしょはすこしどきどきしたけど、
どん
どんなれてきて、
りょうりがすきにないました。
またこういう時があったらりょうりをして遊び
たいです。
☀網代小学校 ６年生 山本 七海
このキャンプで楽しかったのはペットボト
ルロケットです。けっきょくこわれちゃったけ
ど、遠くまでとんでよかったです。ブーメラン作
りも楽しくかんたにつくれました。家でもつく
りたいです。みんなでごはんをつくって食べた
のもおもしろかったです。
まくらなげも、
まくら
たたきになったけどみんなで楽しくやれまし
た。来年の夏は、中学生だけどこれたら来たい
です。
☀第一小学校 ２年生 平野 兼生
よ遊びが楽しかったです。
☀第一小学校 ５年生 森田 和博
ロケットを作ってとばすのがたのしかった。
あとカレーをつくるのが楽しかった。
☀第一小学校 ６年生 渡辺 理佳
この３日間、友達になったり、班ごとで夕飯
をつくったりして楽しかった。ペットボトルロ
ケットを班で作って絵もみんな上手に書けて
一番に飛ばせたのでよかったと思います。ブー
メランもとばして、おじさんに『上手!!』
と言わ
れて、
よかったとおもいます。
でもやねにのってしまって大人にめいわくを
かけてしまったことがざんねんです。でも夜は
おかしパーティーやまくらなげをしてとっても
楽しかったです。３日間すごく楽しかったです。

☀第二小学校 ４年生
よ遊びが楽しかった。

安藤 大貴

☀第二小学校 ５年生 青山 愛那
わたしは、
このキャンプに来てよかったなと
思いました。
ごはんを自分たちで作るのは、す
ごく楽しかったです。ペットボトルロケットは、
そんなとばなかったけどおもしろかったです。
ブーメランは、少しだけ自分の所にかえってき
ました。
キャンプファイヤーのゲームでも楽しかった
し、うち上げ花火はサイコーでした。夜にウノ
をやったりまくらなげをしたりしたのは楽し
かった。
☀第二小学校 ５年生 佐古 葉月
わたしは、
２泊３日のサマーキャンプは長い
ようで短いような気がしました！特に楽しかっ
たのが、料理です。後、ネイチャークラフトの
ペットボトルロケットやブーメラン作りもおも
しろかったです。
２泊３日は楽しかったです。
☀第二小学校 ５年生 佐藤 詩織
わたしは、自分でごはんを作れたことが一
番よかったと思います。ふだんわたしは、
ごは
んを作る機会があまりないから、そのてんで
はとても良い勉強になったと思います。
１日目
のウォーキングは（じん馬のたき～たぬき湖）
ふだんよく見ることのできない、自然の物にふ
れあうことができました。はっきり言って楽し
かったです。
☀第二小学校 5年生 宍戸 響
わたしが、今回のYMCAサマーキャンプで
一番楽しかったのは、朝食・昼食・夜ごはんを、
班の人と協力して作ったことです。班の人と分
たんして、料理を作りました。もう１つは、みん
なで夜にへやで2時ぐらいまで起きて、遊んだ
事、ねていた事がもう１つです。あと、ブーメラ
ン作りも楽しかった！
！
最初はうまくいかなかった。
☀第二小学校 ５年生 庄司 花梨
わたしは、この２泊３日楽しかったことは、
ごはん作りです。野菜を切るのが楽しかったで
す。あと、キャンプファイヤーの時の花火がと
てもきれいでした。二日目の夜は、なんか早く
ねれました。けど朝はぜんぜんおきれなかった
です。
またサマーキャンプに行きたいです。
☀第二小学校 ５年生 長嶋 由乃
わたしは、
この２泊３日がとても楽しかった
です。
自分たちでご飯を作るのが大変でした。あと
ブーメランを作ったけれど、上手に飛びません
でした。キャンプは、あっというまに終わって
しまって残念です。でも、また機会があったら
行きたいです。

☀第二小学校 ５年生 橋本 佳乃
わたしは、
この３日間とても楽しくすごせま
した。
班で料理をつくったり、
２班と３班でいっしょ
にねれてよかったです。ひめホタルはみれな
かったけどバスでよくねれました。キャンプ
ファイヤーの時花火をみたり手もち花火もで
きて楽しかったです。
☀第二小学校 ５年生 村山 奈央
わたしはこの３日間けがなく楽しくすごせま
した。
始めはすごくドキドキして（どんな所？）
と思っ
てたけどすごく楽しい所！食事も出来ておいし
く食べられ、キャンプファイヤーもすっごく楽
しかった。たきまで歩くのにすーっごくつかれ
たけど水がつめたくてきもちよかった。来てよ
かった。
☀第二小学校 5年生 森内 みさき
サマーキャンプ楽しかったです。わたしは、
キャンプファイヤーが楽しかったです。そのな
かでゲームが楽しかったです。はじめてだった
のでふあんでした。楽しく安心してできたので
よかったです。
こんども行きたいです。
☀第二小学校 ６年生 橘 和泉
このキャンプでいちばんおもしろかったの
は自由時間です。
まくらなげが一番楽しかった
です。ペットボトルロケットもおもしろかった
です。ブーメランはやねにひとつおちちゃいま
した。
ドッチボールもおもしろかったです。
この
ＹＭＣＡのキャンプはおもしろいからまたいき
たい。
☀小嵐中学校 2年生 長嶋 令未
この３日間同じ班の子と生活してたのし
かった。
みきてぃーとかみさちゃんと仲良くできて、
いっぱいしゃべれて良かった。サマーキャンプ
は３回目だけど、朝、昼、夜のご飯を全部作った
のは初めてで、楽しくおいしくできた。充電器
とかなくて、深沢さんがかしてくれて本当によ
かった。
アリガトウございました！
☀小嵐中学校 ２年生 山田 枝里香
２泊３日でパソコンが使えなくて最悪だっ
たけどそれなりには楽しくできました。朝から
自分でごはんをつくるとかmotherの苦しみが
わかった！
初めてじゃないけど２回目のキャンプファイ
ヤーはまーたのしかったです。
〈リーダー〉浜松大学 ４年生 大橋 美紀
普段、なかなか触れることのない自然のな
かで、子どもたちと過ごすことができ、
１日１日
がとても充実していました。パワフルな子ども
たちをまとめることは、思った以上に大変でし
たが、元気な子どもたちをみていると、パワー
をもらえました。
ＹＭＣＡのキャンプを通して、
やはり、
どんな時も楽しんで取り組む気持ちが
一番大切なことだと感じました。
このキャンプ
で本当に有意義な時間を過ごすことができた
ので、
これからも、色々なことに意欲的に挑戦
していこうと強く思いました。みんなに出会え
て本当に良かったです。将来は、みんなのよう
な元気な子どもを産んで、キャンプに参加させ
たいと思いました。
〈リーダー〉浜松大学 ４年生 田中 美沙希
今回ＹＭＣＡのキャンプに参加でき、
とても有
意義な時間をすごすことが出来ました。
また子
ども達と接っするのは想像していたよりも大
変で、
とても楽しいものでした。自分がどのよ
うに行動したら皆が喜こんでくれるかを考え
て実行するのは、自分自身にもとてもプラス
になったと思います。今回、皆と過ごした時間
は私の中で宝物になりました。役員の皆様に
はご迷迷惑をたくさんお掛けしたと思います
が、優しく見守って下さりあいがとうございま
した。

c
LLLLLvLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Strong ties & Enjoy the wonderful club life!
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ＹＭＣＡ
サマーキャンプ
子どもたちの感想

2010年度 9月例会プログラム
日
会
受
司
通

時・・・9月27日（第4月曜日） pm6:30例会開会
場・・・熱海ニューフジヤホテル
付・・・小倉幹史君・二見康一君
会・・・小原進一君
訳・・・熱海グローリークラブ 藤曲敬宏君

会
長
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
会
長
1.熱海クラブ会長挨拶
会
長
1.ゲスト・ビジター紹介
会
長
1.麗水クラブ会長挨拶
長
1.麗水クラブ来熱メンバー紹介 会
1.両クラブ記念品交換
書
記
1.書記報告
会員選考委員会
1.入会式
1.食前の祈り
麗水クラブ来熱歓迎実行委員長
1.乾杯
1.会食
1.前年度ＢＦポイントベスト5発表 B F 委 員 会
1.前年度ＡＦポイントベスト10発表 ASF委員会
1.委員会報告
司 会 者
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
A 副 会長
1.閉会の言葉
会
長
1.点鐘

橋本 一実君
草柳 義則君
全
員
安田 克己君
橋本 一実君
橋本 一実君
兪 炳 虎 君
兪 炳 虎 君
両クラブ会長
青木 義美君
鈴木 恵次君
小林 秀樹君
中島寛勝君

花火観賞会
親睦メネット委員会

八代一雄

メネット親睦花火観賞会が8月11日レ
インボーデッキにて開催されました。青
木書記のメネットと青木メネットのお姉さん、小松幹事のメネット、
コメット、
マメットとメンバーにて花火の打ち上げを待ちました。
私達市民は何度も花火大会が開催され、慣れっこになっていたつ
もりでしたが、最後の大空中ナイアガラの迫力には周りで観賞し
ている人が初めてで有ろうと思われ、｢すごい、
まじかよ｣の感嘆の
声、終了と同時に拍手喝采。やはり近くで見ると、迫力の有る音と
周りの人達とで一体化して、改めて熱海の花火の素晴らしさに感
動！！花火鑑賞後、
メンバーはシャルムに移動し
（残念ながらメネッ
ト、
コメット、
マメットはお帰りになられ）、渇いた喉をアルコールで
潤し、楽しい夏の一夜を過ごし、明日への鋭気を養った。

栗本 治郎君
小林 秀樹君
各担当委員会
小原 進一君
親睦委員会
各担当委員会
池田 直文君
橋本 一実君

8月 例会だより
第３回 役員会報告

広報･会報委員会

平成22年9月2日㈭ 於：ワイズ事務所
参加者：14名 欠席：浅野・池田・田中・渡辺
● 報告事項
1.ASFポイント集計報告
1.9月例会プログラム（麗水クラブとの合同例会）
1.環境省エネキャンペーン
1.ジャガイモファンド集計中間報告,2日現在約100箱
1.伊東クラブ35周年記念例会参加募集の件,10月2日締切
10月16日㈯ 15時開会 暖香園ホテル
1.前年度BFポイント成績発表及び表彰
● 審議事項
1.麗水クラブ受入れ状況（4名）同予算案 ...................承認
1.ドッジボール予算案 ............................................承認
1.新入会員紹介（山田修司君）..................................承認
1.メネット親睦花火見学会決算報告 ..........................承認
1.ウェルカム旗修繕予算.........................................承認
1.10月合同例会バスチャーターの件 .........................承認
（10月18日㈪ 19時開会 湯河原クラブホスト）
1.サマーキャンプ決算承認の件................................承認
● 次回役員会

三井敏正

8月23日橋本年度2回目の例会が熱海ニュー
フジヤホテルで開催されました。
猛暑が続いているにも係わらずほとんどの会
員が参加、更に、伊東クラブからは牛田ワイズ、杉本ワイズ 2 名
の参加がありました。例会はいつものように時間どおり開始され、
橋本会長からは横浜国際大会などについての報告、書記報告で
は 8 月 11 日のメネット、コメット達との花火大会が楽しく行われ
た旨の報告があり、熱海クラブ会長主題である｢絆・心に残るク
ラブライフを!!｣がすでに実践されていることが感じられました。
また、今回は卓話があり、講師は日頃から熱心に環境問題に取
り組んでおられる熱海女性連絡会会長である滝野慶子女史から
｢リサイクル運動について〜古い傘からマイバッグ作り｣という
お話があり、性教育問題、環境問題、健康問題について関心
を持ち、静岡県が主催したアメリカ・カナダ研修団に参加する
など、今までの活動の報告と、ゴミを減らしたいという思いから
捨てられた傘の布地からマイバッグや帽子などを作るというリサ
イクル推進活動のお話もありました。（作り方は｢広報あたみ
No.630 8 月 10 日発行｣参照のこと。）

10月4日㈪19時半〜

熱海クラブチャーターメンバーであり、第4代会長を務め
られました、一藤木俊夫ワイズが、9月8日に83歳の生涯を
閉じられました。ご冥福をお祈り申し上げます。
なお、来月号にて追悼文を掲載いたします。

10月例会担当予告

CHARTERED.DEC.15.1963
例会日／10月18日㈪
19:00開会

受 付 西部愼介君
3クラブ合同例会
同 上 鈴木恵次君
於／湯河原ウェルネスシティー
ホスト／湯河原クラブ
※18:30寿司勘前 送迎バスあり

熱海ワイズメンズクラブ
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