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平成23年3月3日、家康来熱400年
委員会に協力し、橋清掃奉仕事業を行
いました。糸川に架かる御成橋の「橋
洗い」及び、糸川周辺の清掃をメンバー
の橋本・田中・札埜・栗本・深澤・西島・
中山・西部・岸、そして家康来熱400年
委員会の二見委員長がワイズメンバーを兼務して参加、
また周辺町内会の方にもご参加いただき、スムーズな
清掃活動が行うことができました。1604（慶長9）年3
月3日、徳川家康が湯治のため熱海温泉を訪れた―と
いう史実にちなんだ活動で、
「家康が熱海に来たことを
市民に知ってもらおう」と同委員会は毎年、この日に実
施しています。御成橋は家康が熱海に訪れた際に渡っ
たとされ、家康が熱海で詠んだ句も刻まれています。
お昼時のちょっとした時間を活用してのCS事業とな
りましたが、糸川はあたみ桜の整備が行われていて今
後さらに多くの観光客を迎える観光スポットとして賑わ
うことが予想されますので、私たちもこの活動をしっか
り続けていきたいと思っています。皆さんお疲れ様でし
た。

2月22日㈮ PM7時30分より、有楽
町睦会館にて開催しました。カミさん
の運転にて7時頃、飲物、つまみを搬
入、まず一言「ここなあに？」異様な建
物に見えたみたいです。一番に到着は
我副委員長の石村ワイズ、続いて委員
の村瀬ワイズ、さすが我委員会だ!!委員以外の一番乗
りは、中山ワイズすごい元気!!皆で準備に取り掛かる。
定刻になり2〜3人遅れの方はいる様ですが、池田A副
会長の挨拶でスタート!!
今回のテーマ「制服製作」について。生地・型・色、二見
ワイズの経験による様々な意見・苦労話しを聞かせて
いただき、とても参考になりました。文字通りのYY活発
な意見が飛び交い、とりあえず、予算2〜3万円で新調し
ようとまとまり、役員会に上程する事になりました。も
う一つのテーマ「例会場」について。現在のニューフジ
ヤがあまりにもひどいとの意見があり、利便性で場所
を取るか、内容を取るか、色々難しいと意見が分かれ、
調査・試行錯誤を重ね、池田A副会長にお任せする事
になった。最後に遅れていた中島直前が現れて〆となり
2次会3次会と流れ込み深夜までディスカッションを続
けていたようですが？……16名参加を頂き皆様のご協
力、誠にありがとうございました。

Ｔシャツを寄贈しました
平成23年3月3日、橋
本会長・田中B副会長・岸
CS委員長が熱海市社会
福祉協議会を訪ねＴシャ
ツを寄贈致しました。
このＴシャツは、今までの
サマーキャンプなどで制
作した物の残りです。有効利用を希望して126枚を社会
福祉協議会、井堀てる代会長に手渡しました。

「東日本大震災」に哀悼の意を表す

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

書記

青木 義美

こんな事がこの世にあっていいのだろうか？日本観測史始まって以来の
超大災害だ。地震・津波・火災そしてあろう事に原子力発電所の崩壊と。
ＣＧの映画を見ているような光景、日が経つにつれてとうとう2万人を超す
死者・行方不明者、そして発電所の崩壊に対するあのしどろもどろの説明と
対応、突然の輪番停電・・・・昔「想定外」という言葉がはやったがすべてが
Ｍ９という数字が代表するように想定外の災害である事に変わりはない。海
外ではこれだけの災害時でも略奪もなく整然と避難生活を送る日本人に敬
意を表しているようだ。食生活をはじめ全ての生活環境に満たされていたあ
の日から突然「無」の生活がスタートする。身内を失い家を失いここから何
の目標を作って行くのかすべてが戦いである。その１歩１歩に声援を送りほ
んとに小さいが暖かい手を差し伸べたい。
がんばれ日本！！ がんばれ被災者！！ 我々と共に

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 E M C 委 員 会

この度の震災により
被害を受けられた皆様に
心よりお見舞い申し上げます。
会長 橋本 一実

中止になりました
・東京ワイズメンズクラブ
80周年記念例会
・京都パレス40周年記念例会

Strong ties & Enjoy the wonderful club life!

橋清掃奉仕事業を実施

ＹＹ談義

YMCA 2月理事・運営委員会報告

2011年度 3月例会プログラム
日
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2011年2月3日㈭

時・・・3月28日（第4月曜日） pm 6:30 例会開会
場・・・熱海YMCAセンター
付・・・森 重男君・梅田邦彦君
会・・・松井清一君

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.書記報告
1.食前の祈り
1.会食
1.次年度所属委員会発表
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

会
会
書

長

長
長
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次期会長
司 会 者
B副会長
会
長

橋本
深澤
全
鈴木
橋本
橋本
青木
三井

於：熱海YMCAセンター

記録：藤間副理事長

次年度の行事日程をお知らせ致します、各クラブの計画に織り込んでくだ
さい。
第 3 回 チャリティランin御殿場
23年10月15日㈯ 於：東山荘
第26回 中学生英語スピーチコンテスト 23年11月 5日㈯ 於：熱海起雲閣

一実君
勇弘君
員
恵次君
一実君
一実君
義美君
敏正君

■担当理事報告
［青木委員］熱海のドッジボール大会は11月に予定、南熱海マリンホール
において開催。
［鈴木委員］熱海クラブスノーキャンプ 23年2月11日〜12日
清里スキー場。45名実施。
［末吉会長］伊東クラブのスキー教室 23年2月19日・20日 70名参加。
［髙橋委員］維持会員の募集協力依頼、グローリークラブ39名獲得。
［赤池委員］2月23日に「富士山の日」写真コンテスト参加計画。
［藤井委員］センター会場の予約状況、新規に2組の申し込み有り青木、検討中。
［井堀委員］Fニュース用の記事写真等、冬季事業の提出依頼。
［井上委員］富士クラブ主催中学生サッカー大会 3月5日・6日40チーム
招待予定。

池田 直文君
各担当委員会
松井 清一君
親睦委員会
各担当委員会
田中 秀宝君
橋本 一実君

■ 第３回チャリティーランについて
実行委員長として、引き続き長谷川等委員長にお願いする事で決定。
副実行委員長は富士クラブ井上委員に決定。 尚、その他の詳細、組織スタ
ッフ等は今後に決めて行きます。
〈各クラブ担当理事へお願い〉
第1回の助成金5万円配布の収支報告を提出願います。

第9回 役員会報告
平成23年3月2日㈬ 於：ワイズ事務所
参加者：16名 欠席：西島・小原
● 報告事項
1.3月例会（3月28日）卓話者が未定........... 橋本会長に依頼
1.東日本区大会（松本）登録準備の件 ........ 当日熱海出発7時
バス手配：渡辺委員長（値段等調査：深澤又は八代氏）
（＊代議員会…11時開始 ＊式典開会…12時半）
1.京都パレス40周年訪問参加状況：10名登録あり
会長のみ当日帰り
（10時43分ひかり乗車予定）
1.麗水クラブ訪問状況
先方より5月多忙で不可との連絡のため6月で再アポ
（ちなみに会長は6月13日〜23日の間がベスト）
1.BF切手（4kg：2400円相当）2月に発送済
1.CS献金 1,250円×45人×2か所
東日本区と富士山部へ3月15日までに送金予定
年賀切手収集状況 2月：58枚＋38,500円
3月：325枚＋58,200円（中島氏分除く）
内、東日本区へ500シート供出予定…承認
1.CS行事Tシャツ寄贈の件
会長・田中B副・岸CSが3月3日13時社協へ届け予定
（約80枚）
1.メネット親睦会開催の件（3月24日親睦委員会開催時詳細決定）
1.次期ドッジ・スキー日程変更の件
＊ドッジボール…11月12日㈯ ＊スキー…2月11日・12日
1.ドラフト他次期委員会日程の件…現状決定しているのは11日ドラフト
1.仙台広瀬川ワイズ設立総会の案内受取（3月21日：仙台）
1.東日本区大会代議員会提案事項 ................. 青木書記まで

■その他
［宝田部長］23年2月5日から9日にインドトリバンドラムへ公式訪問します、
参加者6名。
［勝又会長］2000プロジェクト･･･静岡へ新クラブ設立へむけて検討中。

2月 例会だより
会報委員会
２月例会はＴＯＦの月なので、
熱海クラブは、毎年ホテルでは
なくＹＭＣＡセンターを使用して
いる。この日、越村修君の（再）
入会式がとり行われ再びワイズの仲間入りを果たしました。今回は
メンバー渡辺君の関係で『そば悦』さんの、かつ丼をいただいた。
これも有かなと思う。また、次期の役員指名があり、いよいよ次期
池田年度が動き出した感がある。是非とも、順調に船出してもらい
たいものだ。また､卓話にフィルム・コミッション伊豆の板垣敏弘様
に来ていただき、ロケ誘致と地域活性化について話をうかがい今
後のいろいろな活動に繋がっていけばと思います。

● 審議事項
1.スキー教室決算報告（参加者に記念記録等送るため次回役員会で）
尚、浅野ワイズより期間中のメモリアルCDを参加者数寄付あり
1.YY談義決算 ..................................................... 承認
1.YMCAゼッケン見積 50枚発注→辰巳プレミアムズ ..... 承認
1.中村欽一ワイズ退会の件（6月にて退会希望）…慰留してみる

4月例会担当予告
受

付 内藤一郎君

同

上 深澤勇弘君

司

会 石村孝治君

信

条 小林秀樹君

例会日／4月25日
聖 句 朗 読
開会の祈り

村瀬善之君
食前の祈り 中村欽一君
閉会の言葉 池田直文君

熱海ワイズメンズクラブ
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