
　3月例会は、計画停電の影響から当初予定していたニューフジヤから急遽停電を覚悟してのYMCAセ
ンターでの開催となった。幸い計画停電は中止となり、無事所定の議事を進行する事が出来た。3月24
日木曜日に行った「東北地方太平洋沖地震」救援街頭募金活動
に於いては、グルメシティと熱海駅前の2か所で22名のメンバー
が参加し、￥104,921−の尊い善意の募金を集めた事等が例会
で報告されました。また、次期池田年度の所属委員会の発表があ
り、着々と準備が整っているようです。
　現在に至るも地震の影響は様々な所に出てきております。この
国難、艱難辛苦を日本人が挙国一致で乗り越える事を切に願っ
ております。

　3月17日、急なお願いにもかかわ
らず、ダンボール9箱になりました。
　小原地域事業主任、岸CS委員長、
青木書記と3人で収集発送をさせて
頂きました。メンバーへの急なお願い

で夕方連絡を頂いた方や間に合わなかった方など多
数いらっしゃいました。

※第2弾を検討してお
ります。ご協力お願い
致します。

　このたびの東北地方太平洋沖地震に
より、被災された方々とそのご家族・関
係者の皆様に心よりお見舞いを申し上
げますとともに、犠牲者の方のご冥福
をお祈りいたします。
　平成23年3月24日ＪＲ熱海駅前と清

水町グルメシティ熱海店前にて東北地方太平洋沖地震
の義援金募金活動を実施致しました。
　午後1時30分よりＪＲ熱海駅前と清水町グルメシティ
熱海店前の2班に分かれ、約1時間でしたが計21名のメ
ンバーにて行い、結果104,921円の浄財が集まりまし
た。
　毎年、我がクラブでは赤い羽根共同募金や緑の羽根
の募金等を実施し、地域奉仕事業としてＣＳ委員会の
事業計画に盛り込まれているのですが、今回は甚大な
被害が生じた地震発生により緊急的に募金活動を行う
こととなりました。
　CS委員会委員長の私と、伊藤哲也委員の率いる2班
に分かれ計21名にて募金のお願いをしました。募金箱
が3箱しかなく少々足りない状況でしたが、他の各団体
でも募金活動が行われているようでした。
　私たちの活動の結果、104,921円の浄財が集まりま
した。ご協力いただきました皆様本当にありがとうござ
いました。
　募金活動を行いながら気になったことは、やはり乗
降客の少なさでした。平日の昼間ということもあります
が、春休み中のこの時期、本来ならば多くのお客様が熱
海に訪れていただけるわけで、地震後のホテル・旅館は
計画停電もあり非常に大きなダメージを受けており、そ
のことを実感させられました。
　一日も早く、この震災から復興し、立ち直らなければ
なりません。この募金は社会福祉協議会を通じて全額、
日本赤十字に寄付される予定です。

▶東北地方太平洋沖地震義援金募金活動
　 CS委員長　岸 昭秀

会長　橋本 一実

3月24日  JR熱海駅前にて
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第１弾 発送報告

東日本大震災
支援活動報告

３月　例会だより　CS委員会　伊藤 哲也

緊急物資

『東日本大震災被災地支援大会』
日時：2011年6月4日㈯・5日㈰
場所：松本文化会館 中ホール
　 　（長野県松本市）

第14回 東日本区大会



平成23年4月4日㈪　於：ワイズ事務所
参加者：16名　欠席：浅野・田中

第10回 役員会報告

2011年度 4月例会プログラム

●報告事項
1.4月例会の件（臨時総会あり）
　卓話候補…常葉大、松田みやこ氏（リサイクル資材）
　会長交渉後渡辺氏へ連絡。
1.東日本区大会登録状況：現在９名（橋本・青木・青木メネ・
小原・西島・池田・森・鈴木道・中島）先行の小原・青木2名・橋
本・鈴木は単独行動、 残4名の為バスは中止。
1.麗水IBC訪問の件
　栗本団長より、 時節柄中止とし、訪問経費10万円は震災援
　助金にまわしたい.............................................承認
　尚、次回IBCは順番通り釜山とする。（麗水は見送り）
1.東北関東大震災に関する各種連絡事項 （青木書記より）
　緊急物資第１弾過日発送（ダンボール９箱）
　キャンプ用ランタン15台メンバーへ貸出
1.制服製作アンケート結果、（回答25名）
　20名が賛成なので製作にかかる。（担当鈴木EMC…色見本
検討要〈淡い色希望7名、ダーク希望8名〉................承認

1.全国緑化運動協力（予算￥20,000）...後日岸CSが届け予定
1.次年度行事
　＊4月11日㈪ 19時30分開会、3クラブ合同6役会他
　＊次期役員研修会（各部毎に） 富士山部：5月22日㈰ 富士宮ホスト
　　AM評議会・PM次期役員研修会（詳細不明）
　　評議会出席義務者：会長・副会長・会計・書記
　＊4月26日㈫ 次期行事検討全体会
5月29㈰ 13時開会、ＹＭＣＡ総会（センターにて）
会報委員会は個別に委員会開催予定（停電等があるので）
ＹＭＣＡゼッケン50枚完成￥115,500－支払予定........ 前回承認

●審議事項
1.ＹＭＣＡスキー決算報告 .......................................承認
　参加者に浅野氏よりの寄贈CD・第二会報他、発送済
1.東北関東大震災義援金について
　＊街頭募金￥104,921－＊例会時募金￥33,813－
　＊その他募金約1～2万円、合計約15万円を社会福祉協議会へ ..承認
1.クラブから東日本区へ100万円............... 役員会は承認
　ただし総会決議が必要な為25日に臨時総会。
　CS切手1556枚収集（500枚東日本区、残1056枚義援金補助）
両方確定した時点で報道機関へ連絡し取材を依頼予定。
1.東北関東大震災支援物資第２弾 ............岸CSが至急検討
1.メネット親睦会.............. 計画停電があるので後日再検討
1.JC55周年記念大会へ橋本会長招待、1万円祝儀持参..承認
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開会の祈り

5月例会担当予告

閉会の言葉 田中秀宝君
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小原進一君

例会日／5月23日

1.点鐘
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1.卓話「共に創ろう熱海のまち～地域活性化と資源のリサイクル」
　生活環境評論家・富士常葉大学環境防災学部教授 　松田美夜子様
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日　 時・・・4月25日 （第4月曜日）　pm 6:30 例会開会
会　 場・・・熱海ニューフジヤホテル
受　 付・・・内藤一郎君・深澤勇弘君
司　 会・・・石村孝治君

YMCA 3月理事・運営委員会報告
2011年3月3日㈭　於：熱海YMCAセンター　記録：総務 森　

■竹内理事長あいさつ
チャリティランに関して、広島Ｙから説明を受けたい旨の要請があり、長
谷川委員長が昨年3月2日に出張し、先方の理事に説明に行ってきまし
た。カナダカルガリーＹＳのフオクナー夫妻が来熱し、真鶴一望閣へ3日間
滞在しました。カルガリーＹとは熱海Ｙと過去に交換学生プログラムを実
施し、第1回は二見康一Y’s他が学生の当時参加しました。派遣は4回と受
け入れも4回行っており、熱海Ｙの大きな事業でありました。その折にお
世話になった方です。観光案内と先に訪問している、中島寛勝Y’sの接待
も受けて交流を行いました。

［末吉委員］2月19・20日スキー教室77名参加、メン14名無事終了。イ
ンストラクター8名が指導し8名の未経験者の生徒も習得し
てすべるようになった。

［大村委員］ 例年のように4月以降に社会福祉施設の訪問、三島市社会
を明るくする運動に参加します。

［土屋委員］ 4月以降に小規模授産所「すぐの子作業所」の訪問他予定し
ています。

 2月5日～9日、インドトリバンドラムＹを訪問しました。沼津
クラブ杉山、大村、井上委員夫妻が参加。詳細については部
から4月中に報告があります。

［井上委員］ 来る3月5日㈯・6日㈰中学生招待サッカー富士川河畔で実
施します。夫妻でトリバンドラムを訪問、事業の感想文をメネ
ットが記載しており、部の報告書に加えます。

［赤池委員］ クラブ15周年記念例会盛会に終了御礼、2月20日富士宮
Ｂ・S21団へ支援して「ほうとう会」に参加。クラブ15周年事
業の一環として4月に行われる「第3回富士の山かみ灯りコ
ンテスト」の登竜門として、2月23 日富士の日講座を開催し
ました。（資料ブリテン受領）

［青木委員］ 熱海クラブのスキー教室は2月11・12日清里スキー場にて
41名参加、メン14名で盛会に終了、例年より雪が多く子供
達も大喜びでした。

 2月末現在、特別会員1名、正会員11名、維持会員29名、総
勢267

［井堀委員］ 4月20日までにＦニュースを発行します。冬期事業等の写真
記事の提出お願いいたします。5月29日の総会にて配布予
定です。

［長谷川委員］ 第3回チャリティーラン（10月15日）の協力依頼に、近く三
菱商事等を訪問する予定です。昨日広島YMCAの理事の方々
にチャリティーランの準備から実施にいたるまでの、ノンス
タッフＹのやり方を説明して参りました。

［藤井委員］ センター利用の申し込みが増加しています。（市文化会館取
り壊しの関係）利用規定を明確にする必要があります。※申
し込み窓口は藤井委員。

 利用料金は下記（大ホール、小会議室共）

※継続利用として　各1回 3,000円
午前の部（9時～12時）・午後の部（12時～17時）・夜間の部（17時～21時）
但し、各団体ごとにＹＭＣＡ会員として年10,000円の協力をしてもらう。
使用後の清掃、片付け、禁煙を守ってもらう。

※単日利用の場合　大ホール 1回 5,000円 /小会議室 1回 3,000円

   

■担当理事報告

宝田部長
長谷川委員

江間委員
鈴木委員




