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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

Vol.548

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

ペトロの手紙　3章8節
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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

皆心を一つに、同情し合い、兄弟を愛し、憐れ
み深く、謙虚になりなさい。

強調月間
TOFの月

Strong ties & Enjoy the wonderful club life!

1月例会報告

BF基金

スマイル YMCA基金

12月メーキャップ 12月訂正出席率

在 籍 者

療養会員

広義会員

出 席 者

ビジター

ゲ ス ト

メ ネ ット

メーキャップ済

出 席 率

45名

1名

1名

42名

9名

1名

0名

2名

95.34％

計53名

1月

累計

38,000円

538,000円

1月

累計

3,889円

21,918円

1月

切手

累計

 　0ｇ

 　0ｇ

1名 100％

現金

累計

44,000円

329,000円

岸　昭秀君・晴美さん
橋本一実君・弘恵さん
栗本治郎君・恵理子さん
津田博之君・正江さん
大川貴久君・智恵子さん
内藤一郎君・絹子さん

1日
2日
18日
19日
20日
21日

HappyBirthday
お誕生日おめでとう

Happy 
　Wedding Anniversary

結婚記念日おめでとう

安田克己君
深澤勇弘君
青木義美君
村瀬善之君
下田孝治君

2日
6日
19日
20日
23日

二見裕子さん
鈴木真弓さん
齊藤淳子さん
西部展子さん

・・・・メネット・・・・
6日
7日
8日
27日



　1月例会後の臨時総会に於いて、正
式に次期会長を承認されました。いよ
いよ責任の重大さを感じております。ま
た、書記に梅田邦彦君、副書記に西川
正君、会計に鈴木道夫君、副会計に渡
辺亨君を指名させていただきました。

　梅田書記には昨年第4子(最後？)のお子様が誕生し
子育てに忙しい事と思いましたが是非にとお願いしま
した。西川副書記は経験豊富ですし梅田君をフォロー
していただけると思いましてお受けいただきました。鈴
木会計は、真面目さに加え経験豊かで几帳面なことか
らお願いし、渡辺副会計は新婚ですが今一番ワイズが
面白い時かな、と思い指名させていただきました。ま
た、私の次の会長となるＡ副会長には田中秀宝君を指
名し、総会においても承認されました。
　私の考えでは、クラブライフの一つの楽しみといいま
すか、目的として人づくりがあると思っています。私自身
多くの皆様に教わり、支えられて今日まできました。メ
ンバーの皆様も多くの会員と関わり話をし、理解を深め
ていただければ楽しいクラブライフが過ごせるのでは
ないかと思います。次期はその点も考慮し事業を進めて
まいりますので宜しくお願い致します。
　アジアカップの日本代表ではないですが、先発メン
バーだけではなく、ベンチの選手・スタッフが一丸と
なって優勝を目指したように、熱海クラブも役員だけで
はなくメンバー全員が心を一つにし、郷土熱海の為青
少年の為に尽くしたいと思います。
　皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。

　大先輩の池田ワイズからＡ副会長の
打診があり、断れるはずもなくハイ、よ
ろこんでと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Ａ副会長として、承認していただきま
したが、Ａ副会長とは事実上、次次期

の会長を意味しており、あらためて責任の重さを痛感し
ております。Ａグループは毎月の例会を設営する、プロ
グラムドライバー委員会、一年の歩みを記事とする広報
会報委員会、ワイズの今後のあり方を検討するＥＭＣ会
員選考・会員会則委員会、ブラザークラブとのつながり
担当するＩＢＣ・ＢＦ委員会と、どれもとっても重要な委
員会を担当するわけであります。また、近年はあらゆる
奉仕団体でも、会員数が減少する中、わがクラブにおい
ても、不安材料のひとつであります。それゆえに会員増
強は最優先に取り組まねばならない事業であり、ＥＭＣ
委員会だけではなく、全メンバーの情報提供等のお助
けが必要となります。ワイズに在籍し、早、10年が過ぎ
ておりますが、まだまだ、勉強不足の点が多々あります
が、ぜひ、メンバー全員の積極的なご協力をお願い致し
ます。

　12月11日㈯午後3時より横浜中央
ＹＭＣＡのチャペルにて、横浜クラブの
創立80周年を祝う例会が開催されま
した。参集したメンバーは、横浜クラブ
に縁のある約80名で熱海クラブから
は私と青木書記の2名でした。

　第1部は80年の歴史に感謝する礼拝で、佐竹牧師に
よる説教“神の業が現れるために”の中で、ワイズメン
ズクラブのＹＭＣＡに対する支援活動はまさに神の業で
あると強調していました。
　第２部では、松田東日本区理事や島田ＹＭＣＡ同盟
総主事・鈴木沖縄・湘南部長祝辞の後参加者全員を紹
介しました。また、長年横浜クラブに貢献したメンバー
の表彰と記念事業として、例会での献金をＹＭＣＡに贈
呈されました。
　今回の記念例会は、夏の横浜国際大会の後という事
で参加者に負担をかけまいとする気持ちが強く伝わっ
てきました。

　1月26日、熱海を16時半私の運転
（酒が飲めず残念な事に）で橋本会
長・安田・森の４名で富士宮へ向かっ
た。この日うれしい 事 に 登 録 費 が
5,000円である事である。今年度は散
財が多かっただけにこの省エネ周年記

念例会はほんとにうれしい。
　さて会場には約100名くらいの参加者であったが小
室富士宮市長・佐野教育長の御列席が富士宮クラブの
活動の地域密着度が伺えられた。松田東日本区理事、
竹内理事長の御挨拶、宝田富士山部長公式訪問等賑や
かな15周年であった。強い印象を受けたのはここ3年
にわたり「富士の山かみ灯りコンテスト」の継続事業で
ある。和紙を使って灯篭を作りその幻想的な照明効果
を楽しむという企画なのだが会場にもその作品が展示
され「和のなごみ」を満喫できた。
　アトラクションにはメンバーによるフルート演奏や鈴
木会長の挨拶にもあった富士のみや（飲み屋？）クラブ
の15周年らしい19時開会からあっという間の楽しい2
時間であった。

次期会長に指名されて
次期会長　池田 直文

次期Ａ副会長に指名を受けて
Ｂ副会長　田中 秀宝

横浜クラブ８０周年記念礼拝・例会
東日本地域事業主任　小原 進一

富士宮クラブ１５周年記念例会に参加して
書記　青木 義美

熱海ワイズメンズクラブ

京都パレス40周年記念例会
日　時：2011年4月16日㈯　午後4時〜
場　所：京都ホテルオークラ　　　  



　今年の初親睦事業として、1月26日㈬
銀座町すし忠2Ｆにて6時半より、新年
顔合わせ会が1月24日㈪の例会の翌々
日にもかかわらず、18名の参加をいた
だき開催されました。感謝感謝!!
　橋本会長の挨拶、中島直前会長の乾

杯により、昨年の反省・今年の抱負等々の会話がはず
み、中〆めの前に恒例の2次会決定のジャンケン大会
と思っていた所、橋本会長・田中B副会長が辞退された
為、メルヘンアラスカに決定。あっという間の楽しい2
時間でした。差し入れを頂いた橋本会長・中島直前会
長・池田A副会長・小松幹事・札埜会計ご協力を頂いた
皆様ありがとうございました。
　今年も親睦事業よろしくお願い致します。

　1月30日㈰YMCAセンターにて、
二見ワイズの司会により2010年度ス
キー教室参加者説明会を行った。
　スキー教室には42名の応募をいた
だいているが、今年は初めてスキー教室
に参加する子供が多いせいか、この参

加者説明会に30名以上の親御さんに集まっていただけ
た。
　式次第に沿ってまずは橋本会長の挨拶のあと、お忙
しい中、御出席賜った竹内理事長にもご挨拶をしてい
ただいた。
　次に私から日程及び持ち物、注意事項などを雑駁な
がら説明した。ベテランの青木書記から補足の説明を
していただいたので、スムーズに説明会を終えることが
できました。
参加メンバー：橋本・青木・池田・栗本・山田・小原・内
藤・二見ワイズと私、深澤　計9名

　2011年1月16日㈰熱海後楽園ホテ
ルにおいて富士山部第2回役員会・評
議会が開催されました。熱海クラブか
らは小松巖富士山部ユース事業主査、
池田次期会長、鈴木道夫YMCA・ASF
副委員長と私橋本が出席いたしまし

た。実は役員会になんとか間に合わせようと急いだの
ですが、所用と重なり、私は評議会からの出席となりま
した。
　役員会では、池田次期会長が熱海クラブ役員会で集
約されたトリバンドラム等の意見を代表して発言くださ
いました。役員会では全ての議案が承認され、評議会
で改めて提案議案説明と審議が行われましたが、第1号
議案2011年度富士山部役員案承認の件、第2号議案
2010年度ＣＳ基金配分案承認の件、第3号議案2011
年2月インド・トリヴァンドラムＹＭＣＡ公式訪問承認の
件、第4号議案第3回熱海ＹＭＣＡチャリティーラン共
催のお願いの以上4案件が慎重審議され、全ての案件
が可決承認されました。また、各富士山部傘下のクラブ
会長が前期の活動報告を行いました。もちろん熱海ク
ラブの活動も私が資料をもとに報告させていただきま
したが、井堀節男富士山部書記さんにサポートしていた
だきました。この場を借りて御礼申し上げたいと思いま
す。またその他の報告事項では1月25日㈫に開催され
る富士宮クラブ15周年記念例会等の案内が行われまし
た。もちろん富士山部役員の皆さんと各クラブの協力
の賜物でしょうが、宝田昌孝富士山部長の人徳です。例
年になくスムーズな役員会・評議会だったと言えるので
はないでしょうか。評議会後は和やかな親睦会で更に
懇親を深めました。皆さんお疲れ様でした。後半戦も頑
張りましょう。

新年顔合わせ会
親睦委員長　八代 一雄

1月30日　スキー教室説明会
青少年事業委員長　深澤 勇弘

　本年は、卯年という事で、昭和38年
生まれの私は、年男となります。十干
十二支に従えば、昭和50年乙卯、昭和
62年丁卯、平成11年己卯と3回年男を
経て今に至っております。年男としての
抱負を書いてほしいと梅田会報委員長

からのご指示ですが、昨年は、私の居住する清水町々内
会が来宮神社祭礼の当番町となり、副会計として一年中
ドタバタとしており、自分の身の周りの事が疎かになっ
てしまったと反省しております。
　平成23年辛卯の年を迎えるにあたり、本年は自分自
身の本分たる仕事、生活等を充実させて、平穏ながらも
飛躍への足懸かりとなる一年にしたいものだと考えて
おります。熱海クラブメンバーの皆様、他クラブの皆様
におかれましても、幸多い一年となりますよう御祈念申
し上げます。

年男としての抱負
広報・会報委員会　小倉 幹史

富士山部第２回役員会・評議会
会長　橋本 一実
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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

インビテーション2000
例会、イベントなどにたくさんの友人を
誘いましょう！

2010年10月〜2011年3月
6ヶ月

ついにやって来た！！来月はスキー教室特集

子供達の天使のような笑顔をお楽しみに！！



平成23年2月2日㈬　於：ワイズ事務所
参加者：12名　欠席：田中・浅野・西島・小松・梅田・小原

1.2月28日㈪ 例会及び臨時総会 （例会場 ＹＭＣＡセンター）　
1.卓話－伊豆フィルムコミッション 板垣氏 .................................承認
1.越村氏入会式あり…ワイン・コップの手配を渡辺委員長
1.今後の今期・次期の委員会等の日程調整 今期が偶数日、次期が奇数日
1.6月4日㈯・5日㈰ 1泊2日　第14回東日本区松本大会
　マイクロ手配予定（八代・渡辺両者の相談で）バス代本会計...........承認
1.スキー教室（2月11日㈮・12日㈯ 4：45集合）中間報告
　参加子供42名 応援メンバー10名くらい
1.富士山部第2回役員会・評議会内容報告
　4月16日㈯ 京都パレス40周年訪問　於／京都ホテルオークラ
　16時開会 登録料￥10，000－ 栗本委員長より近々募集案内
　ＣＳ委員会より ＴＯＦ分担金1300×45人 2月15日までに振込......承認
　ＢＦ　〃　　　 ＢＦ　　〃　2000×45人　　　〃　　　　  ......承認
1.療養会員の件 大澤ワイズ7～11月まで 12月より正会員 ............ 承認
　　　　　　　 中山ワイズ12月のみ 1月より　　〃　    ............承認
1.次年度行事案
　（観光会館等工事の為使用不可能で各種施設が混み合ってきた為仮押さえ）
　11月12日㈯ ドッジ（南熱海マリンホール）
　2月11日㈯～12日㈰ スキー（キッズメドーズ）
1.2月24日㈭親睦委員会開催日（スマイル）
1.東京ワイズ80周年 登録費￥8,000－　於／東京マリナーズコート
　3月19日㈯14～18時 講演大宅映子氏 参加希望は青木書記まで

●審議事項
1.新年顔合わせ決算報告.......................................................承認
1.越村氏入会申込2月2日付け（2月例会で入会式）
　入会金￥15,000.............................................................. 承認
1.ＡＳＦ決算報告 ................................................................ 承認
1.ＡＳＦ派遣代表（中島氏辞退の為栗本氏に決定）麗水Ｃ...............  承認
1.ＹＹ談義予算書（2月22日㈫予定）..........................................承認

●報告事項

　2011年新年初例会がニューフジヤホテルで開
催された。宝田富士山部長の公式訪問日でもあ
りグローリークラブメンバーからも勝又会長、井

堀富士山部書記はじめ多くのゲストを迎え賑やかであった。宝田部
長からは過日16日に開催された富士山部第2回役員会・評議会の報
告を中心にご挨拶を頂いた。
　橋本会長が県議の公務で途中中座もあったが小倉ワイズの年男抱
負スピーチもあり和やかに開催出来た、ちなみに齋藤市長も含め我
がクラブでは2名の兎さんがいるようである。又例会後は1月臨時総
会が開催され次次期会長に田中ワイズ、次期書記梅田ワイズ、副書
記西川ワイズ、会計鈴木道夫ワイズ、副会計渡辺ワイズとそうそうた
るスタッフが承認されいよいよ池田年度のスタートの狼煙があげら
れた。全般的に臨時総会があったとはいえ少々プログラムがエコ過ぎ
たきらいが感じられた。月1回の例会なのでもっと内容豊富な有意義
な2時間にしたいものだ。

第８回 役員会報告

1月

2011年度 2月例会プログラム

CHARTERED.DEC.15.1963
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

橋 本 一 実
梅 田 邦 彦
西 川 　 正

事務所（〒413-8799）  静岡県熱海郵便局内私書箱37号
TEL・FAX（0557）81-7518

小倉幹史・草柳義則・三井敏正・安田克己

熱海ワイズメンズクラブ　     ホームページ ▶ http://atami-ys.net　　メール ▶ mail@atami-ys.net

受　　付

同　　上

司　　会

信　　条

森　重男君
梅田邦彦君
松井清一君
鈴木恵次君

三井敏正君

聖 句 朗 読
開会の祈り

3月例会担当予告

閉会の言葉 田中秀宝君
食前の祈り

深澤勇弘君

例会日／3月28日

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.入会式
1.食前の祈り
1.会食
1.卓話「ロケ誘致は地域活性化に役立つか?!本当のところ教えます！」
　　　　　　　 フィルム・コミッション伊豆 統括ディレクター　板垣　敏弘様
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

臨時総会

橋本 一実君
西川 正君
全 員
村瀬 善之君
橋本 一実君
橋本 一実君
青木 義美君
鈴木 恵次君
鈴木 道夫君

各担当委員会
小倉 幹史君
親睦委員会
各担当委員会
池田 直文君
橋本 一実君

橋本 一実君
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日　 時・・・2月28日 （第4月曜日）　pm 6:30 例会開会
会　 場・・・熱海YMCA青少年センター
受　 付・・・山崎英史君・三井敏正君
司　 会・・・小倉幹史君

YMCA 1月理事・運営委員会報告
2011年1月13日㈭　於：真鶴一望閣　

年頭に当たり、今年もワイズメン11クラブのご協力をお願いすると
ともに、各事業を自らが発案し内容に工夫を加えて、冬季事業スキ
ー教室等も魅力あるプログラムをもってもらいたい。

■竹内理事長あいさつ

［末吉委員］伊東クラブのスキー教室は、2月19･20日に清里スキー場
にて、バス2台　参加生徒78名　
メンバー14名参加。

［橋本会長］熱海クラブのスキー教室は、2月11･12日に清里スキー場
にて、バス1台40名　参加生徒40名　
メンバー数名の参加予定、募集定員満員になりました。

■冬季事業スキー教室準備状況報告

◎新年懇親会　司会:鈴木健之委員

開催日時：23年10月15日㈯　参加費:1チーム　30,000円
場　　所:御殿場東山荘　実行委員長始めスタッフは後日決定します。

■第３回チャリティーランについて

別紙8頁の報告書を配布、各クラブへも配ります。会
計報告書も配布されました。

［宝田部長］この資料を基に1月16日の部の評議会に於いて各ク
ラブ会長へ説明し協力依頼を致します。

■第2回チャリティーランの報告

■担当理事報告
［鈴木健委員］会員増強　維持会員30名

5クラブから未だ本年度の会費納入が入って居りません、
会計のご確認を願います。

書記　青木　義美　

例会だより1月

   
長 谷 川
実行委員長［　   　］


