
　田中先輩から一言「書記を頼むぞ」
で、断ると怖いので「はい、喜んで」とお
受けいたしました。キャリアが少なくし
て書記を任命され不安ではあります
が、自分なりに精一杯務め少しでも田
中次期会長のサポートが出来るように

頑張りたいと思います。役員の皆さま並びにメンバー諸
兄のご指導ご鞭撻ご協力を宜しくお願いします。

　この度、田中次期会長より次期会計
を拝命されました。正直言いますと、入
会5年目。「早すぎないか？」と懸念致
しますが、同期の梅田ワイズが今期書
記、そして同級生の深澤ワイズが次期
書記となれば、一切の拒否権はない様

に思われ（渋々？）了承しました。
　分からないことばかり…という言い訳も梅田書記の
前では通用しないと腹を決め、小原次期副会計の多大
なるサポートを期待しつつ1年を全うする所存でござい
ます。どうぞ宜しくお願いします。
　また会員皆様におかれましてはご指導、ご鞭撻の程
暖かい目で見守って頂きます様お願い申し上げます。

　1月の例会後の臨時総会において、正
式に次期会長を承認して頂き、あらた
めて責任の重さを痛感いたしました。
また書記に深澤勇弘君、副書記に栗本
治郎君、会計に渡辺亨君、副会計に小
原進一君、A副会長に札埜慶一君、B副

会長に西部愼介君を指名させて頂きました。今回は、書
記の深澤君と会計の渡辺君は、まだ会員として年数は
短いわけでありますが、今後のワイズを必ずや背負って
いくメンバーであり、早め早めの経験を積んで頂きたい
という思いからお願いをし、快諾をしてもらいました。
また、2人を支える、副書記と副会計には、ワイズの大ベ
テランである、栗本ワイズ・小原ワイズが引き受けてくだ
さり、心強い限りであります。そして、A副会長の札埜ワイ
ズは、発想も斬新であり、私の足りない部分を補っても
らえると確信しております。そしてB副会長の西部ワイズ
は、私の兄のような存在であり、時に方向性が違った場
合は、その方向を戻してもらえるもの信じております。
　昨年は、2人のメンバーとの永遠の別れがあり、私自
身、ワイズ活動も手につかない状態の時期もあり、この
ような私で会長はつとまらないと、退会ということも脳
裏をかすめましたが、池田会長の励ましもあり、そしてワ
イズを愛した2人の分まで、熱海クラブを盛り上げよう
と決意しました。
　そこで、私の方針は、何に対しても、全力投球で取り組
み、メンバー一同が感動を得られる、そんなクラブ運営
を行ないたいと思っております。本年度は、年賀ハガキ
コンテストの新規事業などもありましたが、来年度も継
続事業をしっかりと実行しつつ新規事業も検討したい
と思っております。また、次次年度はいよいよ設立50周
年という節目を迎えることから、私の年度で準備委員会
も設置する運びになります。そうなりますと、例年のクラ
ブ活動と周年の準備活動と2重の負担となりますが、こ
れまで先輩の方々が作り上げた伝統ある熱海クラブの
為にも、どうか皆様のご協力とご指導をお願い申し上げ
ます。

　ワイズの先輩である、池田Y’s田中
Y’sより、A副会長の打診があり池田年
度で私の個人的な理由から役員を引き
受けられなかった借りがあり、私より
ふさわしい方は多数おられる中、断り
きれず寄り切られてしまいました。思い

起こせば6年前、親であり、同級生でもある大川Y’sに
誘われ入会し温かく迎えられ、あっという間にワイキチ
になり、現在、よき先輩たちに囲まれていることを心か
ら幸せに感じています。
　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、次々期の会長、並びに50周年記念遂行を意味して
おり、あらためて責任の重さを痛感しております。
　入会後しばらくしてから3年間、富士山部内のクラブ
初例会にはすべて出席し、親交を深めてきました。最初

次期書記抱負
深澤 勇弘

次期会計抱負
渡辺 亨

次期会長抱負
田中 秀宝

次期Ａ副会長抱負
札埜 慶一
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TOF （TIME OF FAST）
世界の飢餓に苦しむ人々へ、月例の食事を
割愛しその費用を国際組織に集め、其の年
度に定めた支援目標に捧げる奉仕活動であ
る。
途上国で生活向上の為に活動・苦闘する
YMCAを世界YMCA同盟が選択し給付申請
に応える事が多い。これをTOF委員会（TOF
評価選定委員会）が審査し推薦して国際会
議で支援先、給付額が決定する。

のころは合同初例会はなく、すべてのクラブに訪問した
ことを昨日のように思い出し、これが私のワイズメンと
は何かを感じ取ったインパクトのある記憶となりまし
た。入会当初、先輩にワイズとは何かと尋ねても大方の
答えは、「そのうち分かるよ」と言われていましたが、確
かにその通りだったことを噛みしめています。
　1／26日時点では、まだAグループのメンバーは決定
しておりませんが、委員長、副委員長、委員の皆様のお
力をお借りして前向きに諸事取り組みたいと考えます。
熱海ワイズ在籍6年の若輩者ではございますが、田中会
長を補佐しクラブのために出来るだけのことをしてい
くつもりです。東日本大震災は今改めて「ワイズメン」の
「絆」の大切さ、大きさを感じさせるこの頃ですが、熱
海クラブ、諸先輩の皆様、関係クラブの皆様におかれま
しては益々のご指導、ご鞭撻のほど心よりお願いいたし
ます。
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日　 時・・・2月27日㈪
会　 場・・・ＹＭＣＡセンター
受　 付・・・石村孝治君・安田克己君
司　 会・・・岸 昭秀君

2012年度 2月例会プログラム

第8回 役員会報告
平成24年2月2日㈭ 19時30分～　於：ワイズ事務所
出席：16名

●報告事項
1.年賀はがきコンテスト・今後のCS活動予定
　①2月例会はTOF
　②2・3月例会にて葉書回収
　③2月10日展示葉書撤収
　④3月3日橋洗い
1.スキー教室について→募集定員40名 満員御礼
1.第2回富士山部役員会・評議会報告→2月ブリテン

●審議議案
1.2月例会プログラムの件.....................................承認
1.前年度ASF表彰決算報告....................................承認
1.新年初顔合わせ決算報告....................................承認
1.クリスマス家族会決算報告..................................承認
1.京都パレス40＋1周年記念例会について
　募集要項............... 承認・スケジュールは募集人数決定後
1.東日本区への当クラブの意見→メンバーより頂いた意見を
全て役員会にて発表
1.その他　各委員会議案等
　☆EMC委員会→YY談義募集要項・予算案................承認
　☆CS委員会→3月11日震災募金の実施.................承認

＊閉会の辞　Ａ副会長　田中秀宝

●次回 第9回役員会 3月2日㈮ 19時30分 於：ワイズ事務所

　1月例会は、遠藤富士山部長の公式訪問の月であり祝賀ムード
で…と言いたい所でしたが、どことなく空気が重い。いつもと違う
雰囲気である。書記もイメージチェンジをしている。親睦委員長も
スマイルネタを忘れていた。司会者の責任でしょうか？
　例会終了後、臨時総会で次期4役の発表がありました。豪腕で
評判の次期会長田中秀宝ワイズに期待大です。

司会者

１月例会報告

受　　付

同　　上

司　　会

信　　条

津田博之君
山崎英史君
栗本治郎君
深澤勇弘君

内藤一郎君

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

鈴木恵次君

例会日／3月26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.食前の祈り
1.会食
1.委員会報告
1.次期役員発表
1.誕生日・結婚記念日祝
1.スマイル
1.卓話「中国女子大生から見た日本文化＆日本人」

1.出席・スマイル・基金報告
1.閉会の言葉
1.点鐘

会　　　長

会　　　長
会　　　長
書　　　記

B 副 会 長
会　　　長

池田 直文君
小林 秀樹君
全 員
大川 貴久君
池田 直文君
池田 直文君
梅田 邦彦君
内藤 一郎君

各担当委員会

司 会 者
親睦委員会

徐　驍　様
各担当委員会
松井 清一君
池田 直文君

北京外国語大学 留学生

YMCA 2月理事・運営委員会報告
2012年2月2日㈭　於：熱海YMCAセンター　　

記録：書記 梅田

記録：総務 森

2012年1月15日㈰　於：富士宮パテオン　　

熱海Yの過去3回のチャリティランが良い評価を得て、ノンス
タッフYでも出来ることを形としました。今後も富士山部各ク
ラブの協力をお願いして、第4回～5､6回と継続するべきと考
えます。本理事運営委員会で決定したいと存じます。
当然に東山荘や同盟、又は横浜Yから人材の協力をよびかけ
ます。
次期は10月上旬から下旬を検討する。

■第１号議案といたしまして次期役員の選出があり承認されま
　した。
　 ・富士山部長...............漆畑ワイズ
　 ・次期部長..................青木ワイズ
　 ・国際交流事業主査......大川ワイズ

■第2号議案といたしましてCS基金分配案が承認されました。
　熱海クラブには年賀はがきコンテストに6万円となりました。

■第3号議案は、第１回役員会評議会より継続議案でございま
　す。役員会・評議会が同日開催で承認･議案は1カ月前に各ク
　ラブ会長に配布で承認

参考までに…富士山部臨時役員会　2月5日開催、東日本区へ
の意見をとりまとめて部の意見として区へ提出。

■第4回チャリティランの今後の予定について　竹内理事長

■報　告
［富 士 C］3月3日･4日に恒例の中学生招待サッカーを実施 
 します。
［富士宮C］富士宮市市政70周年記念に参加しワイズはもちつ 
 き大会等を行います。
［湯河原C］城山学園慰問の映写会は1月に、バーベキュー大 
 会は5月に実施予定です。

第2回 富士山部役員会･評議会報告




