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“The Power of  One”

｢一つとなる力｣

“Hand over Our Torch of Y’s  

  Men-to tomorow, to the future”

｢明日につなごう、未来につなごう ワイズの灯｣

副題「いま、私たちに出来ること…」

“The Power of  One”

｢一つとなる力｣

スローガン “Dreaming Asia, Loving Asia”

「夢見るアジア、愛するアジア」

“Join our Y’s dam as our

Fist Step”

｢参加することから始まるワイズ｣

『助け愛・支え愛。そして、ワイズ愛！』
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2日 草柳 義則君　10日 津田 博之君 3日 小 松　巌君・真弓さん
6日 中村 欽一君・詔子さん
27日 下田 孝治君・妙子さん

14日 小林 秀樹君　18日 石村 孝治君
20日 橋本 一実君　30日 西 川　正君

　4日 小林 和海さん　 9日 鈴木 美香子さん

○メネット○
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自分の命を得ている者はそれを失い、

わたしのために自分の命を失っている

者は、それを得るであろう。

マタイによる福音書　第7章7節
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中島会長と台中クラブ楊会長



うちの町内ここが素晴らしい

　昭和25年の熱海大火後、区画整理
され、更に昭和33年に売春禁止法が
施行されたのを機に、町内の子供達の
内から町名変更の声があがり、みんな
が仲良く友達になれる街と言う事で、
糸川町から友楽町へと変更したので
す。吾が町内には現在130世帯と市街

地のまんなかの小さな町内ですが、飲食関係の店舗が
多いわけで、現状は時世がら少し寂しい感はあるが夜に
は人口が少しは増える町内です。
　小さな町内ながら老人会・壮年会・青年会・婦人会、
数の少ない子供会とお互いに良く連絡をとり合いながら
町内あげての行事等には一致協力して行います。
　20年間続いた「パフォーマンス・フェスティバル」も
惜しまれながらも昨年で終了しましたが、今後は市の2年
計画により糸川沿いの樹木を「熱海桜」に植替えた後に、
梅と桜が同時に咲く「日本一早い桜祭り」を開催、実行
したいと町内一同桜の植替えを待ち望んでいる所です。

プロ･ドラ委員会/友楽町町内会長　津田 博之　

富士山部 役員会報告

　10月4日の富士山部会に先立ち、臨
時役員会が開催されました。議題は
次々期部長選出の件で、諸事情により
部長を引き受けることのできないクラブ
を承認して、その後の輪番制に従い選
出していくことを確認しました。
　また、第2回チャリティーランの協力

の確認を行いました。　出席は、私と中島会長でした。

Ａ幹事　小原 進一　

・例会、イベントなどにたくさんの友人を誘いましょう。

会員を倍増して、2010年国際大会を成功させよう！

「インビテーション2000」
（2009年10月～2010年3月）

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

第32回富士山部会

　10月4日熱海クラブより中島会長・
小原主査・栗本ワイズ・後藤ワイズ・
西島で出発しました。途中昼食を取り、
ジョイランドボウル三島へ、第１部会
場には高田次期アジア会長夫婦、浅
見東日本区監事夫婦等日本区、富士
山部の皆様との久し振りの再会に話が

盛り上がりました。特に高田ワイズは最近結婚されたと
の事、新婦を紹介されました。とてもお似合いの美しい
婦人でした。ボーリングの結果は昨年の伊東大会とは違
い、後藤・西島は大不調。ストライク・スペアーの後のガー
ター・スピリストの連続、熱海クラブの代表として恥ず
かしい結果でした。栗本ワイズ１人が奮闘、浅見ワイズ
の応援参加でしたがクラブ対抗では惨敗してしまいまし
た。尚、中島会長・小原主査は臨時役員会に出席。親
睦ボーリング大会、部の役員のいない中、私も不甲斐な
い結果で寂しい大会でした。

CS・TOF委員長　西島 智仁　

　第2部部会は会場をブケ東海三島に移し、藤田小夜子
ワイズの司会で始まりました。鈴木部長は少し緊張気味
でしたが、いつものキャラクターで挨拶をされました。
原東日本区理事の挨拶では、

横浜国際大会アピール
　田中事務局長は大会まで300日、東西日本区1500名
以上の登録が望まれます。
富士山部では富士クラブ、三島クラブが全員登録が決定
しました。熱海クラブも多くの登録をし、協力したいと
思いました。第2部より出席の森ワイズ・青木ワイズも加
わり第3部親睦会が始まりました。乾杯・歓談の後、前
年度表彰では熱海クラブは最優秀クラブの表彰。〔前年
度東日本区１番のメンバー数、例会皆出席等〕個人でも
中島会長が年賀切手2028シートの収集、安田ワイズ共々
表彰されました。第13回東日本区大会アピール「燃やせ、

6ヵ月

ワイズの炎、つどえ！富士のふもとに」（つなげよう横浜
国際大会へ）が行われ次期富士山部部長の宝田ワイズ
の閉会の挨拶で楽しい部会も終了しました。今回車の運
転の後藤ワイズ・小原ワイズ・森ワイズありがとうござい
ました。我々数名は熱海の街で夜おそくまで反省会、御
苦労様でした。
出席者：中島・小原・栗本・後藤・青木・森・西島

・沖縄に100名を越すクラブが誕生します。多くのメンバー
  と共にお祝いに参加しましょう。 11月7日がチャーター
  ナイトです。
原理事からは、
・各クラブの充実のため卓話者を招き公開例会を勧める。
・各クラブオリジナルフラッグの友好的な活用等を話され
  ました。



東京ドーム・巨人戦野球観戦ツアーに参加して

　この日は熱海市防災訓練日に当たっ
てしまい（企画の案内が来たとき家族
を夏休み中何処にもつれていけなかっ
たので、早速の返事をさせていただき
ました。）町内の回覧板が来たとき『嗚
呼！不味い…！』最近の私の性格『まあ、
いいか、何とかなるさ』と他人事のご

とく〔町内会長・関係役員様ごめんなさい〕出発時に関
係者に会わないよう〔夜逃げのドラマみたい〕集合場所
に向かいました。鈴木親睦委員長、関係者のおかげで
小型のすばらしいサロンバス。此処の所の体調不良で目
の前の誘惑ドリンク、一杯がいっぱいにならず、監視役
3名に睨まれながら後は、コーヒーその他。運転しない
ことはこんなに楽かと想いつつ東京へ、後楽園ドームが
近くなってくると警視庁機動隊警察官の姿が…私たちVIP
の警護？深く考えず『まあ、いいか。』試合開始まで自
由行動。家族サービスに勤めさせて頂きました。施設内
企画なのかコスプレの集まり『若い娘の様相に吃驚！』
家族連れや、お二人さん、仲良しグループの多さ、人疲
れを感じながら遊具に乗り食事ショッピングなど等、堪
能。試合が始まる時間なので球場へ急ぎ応援席へ、初
めての球場グランド並び選手が『え！』下の方に・小さい。
しかし行って見なければわからない雰囲気！ついつい雰
囲気にのめり込み応援グッツを購入、何回だったか巨人
軍阿部選手の綺麗なホームラン『ウオー歓喜に』良い所
が、普段だったら可愛いねーちゃんその時は本当に邪魔
されて〔メンバーの某星のマーク会社ではなかった〕残
念。まだまだ色々書きたいのですが枠をすでにオーバー。
鈴木委員長、関係各位、参加皆様楽しい一日ありがとう
御座いました。家内、子供たちも大変喜んでいました。
夏の良い、家族親睦を兼ねた一日でした。余談ですが、
球場にて、私の同級生のグループにしかも席が横並び吃
驚しました。偶然と言うのも在るのですね。感謝！

IBC・BF委員会　内藤 一郎　

ワイズ自分史

　1978年11月27日㈪に80人のメン
バーに迎えられ入会させて頂き！早31
年・372回の例会、アッ！と云う間で
した。かけがえの無い素晴らしい友達
と知り合い、耐え難い悲しい別れ…中
島修ちゃん、岩下勝ちゃん、桜井延春
さん、ごく最近ではショックの大きかっ

た、山本美章さん！‥山ちゃんは私の葬儀に必ず出席す
ると約束してたんですよ！‥順番通りには行きません!!! ‥
が若林さん大澤さん石村さん‥他、私より若いメンバー
くれぐれも私を追い越す様な事の無き様に‥そして中山
さん、私も良雄さんを追い越さない様に身体に気を付け
ます‥。話しがチョット暗い方に片寄りましたがワイズの
最高に良い所は文字通り切磋琢磨で、31年間メンバーを
見て居ると角の有る人はだんだんと角が取れ丸く成り、
人間的に格が整っていない人も段々俗に云う揉まれて人
格が整って行く様子をはっきりと見られます。（偉そうに
…と云われそう！）感じているメンバーも居るかと思われ
ますが、メンバー誰もが生徒で先生‥気が付かない内に
此の大人の学校で学んでいる‥メンバー諸兄、そう思い
ませんか？学校で忘れてはいけない一藤木教授、熱海ワ
イズの生き神様を兼任されておられるので御会い出来た
時には失礼の無い御挨拶と尊敬を込めての眼差しを忘れ
ない事！何しろ、この生き神様が熱海ワイズメンズクラ
ブの歴史そのもの!!なのです。

副会計　後藤 軍治　

下田クラブ30周年記念例会に参加して

　9月12日土曜日、天候曇り（今にも
降りだしそうな低い雲。）場所は下田
東急ホテル。海岸を見渡せる広い庭園
のあるホテル（下田駅前東急ストアで
はありませんでした）
　参加人数は、富士山部内クラブを中
心にDBCを含めて、北は札幌北クラブ

から西は四日市クラブまで、総勢百人を越えていました。
また親クラブである伊東クラブは全員登録してました。
　第１部記念例会は、下田市より市長・教育長・第2す
ぎの子作業所施設長、ワイズ関係より東日本区直前理事・
富士山部長、YMCA理事長そしてDBC両クラブ会長の
祝辞がありました。
　第2部のガーデンパーティーではあいにくの空模様のた
め、屋内パーティーとなり熱気あふれていました。自慢
の料理ときれいどころの歓迎の舞をたっぷりと堪能しまし
た。恒例の福引の後おひらきとなり、帰路は台風並の風

幹事　小原 進一　

出席者：中島・小松・栗本・後藤・池田・松井・村瀬・渡辺
　　　  鈴木恵・内藤（メン・メネット・コメット）

雨で、これも下田クラブの恒例か？
　下田クラブのメンバーの皆様、心よりお祝い申し上げ
ます。決して弱小クラブではありません。40年も50年も
続けていって下さい。（何かえらい人みたい）
熱海クラブより出席者：中島・若林・小原・青木・西島・森
御苦労様でした。

第4回 役員会報告
〈日時〉平成21年10月2日㈮ 7時30分開会　〈会場〉ワイズ事務所
〈会長挨拶〉中島寛勝　司会：B副会長 大澤光夫

1.富士山部会出席登録の件 .....................................報告
　10月4日㈰開催　熱海クラブよりの出席登録者は8名です。
1.十勝ジャガイモファンドの件 .....................................報告
　10月26日に到着予定。（ジャガイモ:72箱 カボチャ:31箱）を購入
1.熱海YMCA 中学生英語スピーチコンテストの件 ............報告
　10月3日㈯ pm1:30～起雲閣音楽ホールにて開催。
1.会長杯ドッジボール大会の件 ..................................報告
　10月31日㈯ マリンホールにて開催
　募集要項を市内小学校に配布。15日に全体会開催。
〈議　　題〉　議長：中島寛勝
1.三クラブ合同例会開催・プログラムの件 ......................承認
　10月26日㈪ pm6:30～ニューフジヤホテルにて開催。
　プログラムを検討し承認。
1.台中クラブ来熱時決算の件 ....................................承認
　9月28日㈪に合同例会、歓迎二次会を開催。決算書を審議し承認。
1.台中クラブ公式訪問の件.......................................承認
　2010年1月24日㈰に台中クラブ40周年記念式典参加の募集要項作成・送付。
1.東京ドーム観戦ツアー決算の件................................承認
　9月6日㈰実施　決算書を審議し承認（14名参加）
1.YY談義開催の件 ...............................................承認
　10月21日㈬ pm7:30～『有楽町睦会事務所』にて開催。会費500円
1.その他の件
　9月例会時迄に新入会員の推薦は御座いませんでした。
　江東クラブ50周年式典に栗本・西島の両ワイズが出席致します。

〈報告事項〉



11月例会担当予告　例会日11月23日㈪
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9月例会だより

日　 時　　10月26日 ㈪
会　 場　　熱海ニューフジヤホテル
受　 付　　鈴木 恵次君 ・ 村瀬 善之君
司　 会　　西島 智仁君
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1.聖句朗読・開会の祈り
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1.会長挨拶

1.ゲスト・ビジター紹介
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1.食前の祈り
1.乾杯
1.会食
1.新会員紹介
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2009年度10月 3クラブ合同例会プログラム
（ホスト熱海クラブ）

中学生英語スピーチコンテスト

　10月3日㈯、起雲閣音楽ホールにお
いて、YMCA主催による、第24回中
学生英語スピーチコンテストが開催さ
れました。熱海中学校をはじめ、伊東・
沼津、遠くは静岡・袋井など県内各地
より多数の中学生が参加し、盛大な大
会となりました。又県立三島南高等学

校、県立伊東高等学校で英語を担当しておられる講師（ど
ちらもネイティブの方）2名をお招きし、竹内YMCA理
事長と共に審査員をお願いし、青木ワイズの司会、森ワ
イズ御令嬢の進行で開会となりました。発表は、第１部
が暗唱の部、第2部が自作の部となっており、どちらも、

YMCA委員長　小倉 幹央　

　錦秋のさわやかな日、ニューフジヤ
ホテルの会場にて、中華民国台中国
際聯社との合同例会が開催されまし
た。ゲストとして当会メネット5名、
熱海グローリークラブのメンバー5名、
及び台中クラブメンバー、メネット、
コメット計17名の多くの皆様を迎え、

普段は見慣れぬ素敵な女性の華やかさに、にぎにぎしく
会は進みました。特に印象深いのは、王陸谷氏のお孫さ
ん（若き女性）が流暢に中島会長挨拶の冒頭部分の怪
しげな？台湾語をにこやかに丁寧な日本語に訳してくれ
たのをはじめ、全ての挨拶をわかりやすく通訳してくれま
した。また、呉団長、楊会長の堂 と々した姿勢で格調高
いスピーチは台湾人の律儀さと自信を感じ、大いに勉強
させてもらった思いです。
　また、当クラブ今年度の役員さんもリラックスした中に、
適度な緊張感を持って式次第を消化し、今後の両クラブ
の親交・発展を確認し、無事閉会致しました。
　尚、例会終了後、前年度の事業報告並びに会計報告が
なされ、賛成多数で可決されました。
　詫間年度の会長をはじめ、役員の皆様ご苦労さまで
した。感謝申し上げます。

CS・TOF副委員長　岸　昭秀　

１年生から順次発表が行われました。生徒達は皆、聴衆
に向かって一生懸命に発表しておりましたが緊張して声が
出せなかったり、暗記した英文を途中で忘れてしまうと
いうハプニングもありました。自作の部では、自ら構成
した文章を見ながら発表する事も許可されていましたが、

皆ほとんど用紙を見ずに、表現力豊かに発表していまし
た。全ての発表の終了後、審査員による講評が行われ、
暗唱の部、自作の部で各学年第１位から3位が発表、表
彰され、生徒の中には、入賞できず悔し泣きをしている
姿もありましたが、最後に参加者及び審査員で記念撮影
を行い大会は無事閉会しました。

燃やせ、ワイズの炎  つどえ！富士のふもとに

会  期：2010年6月5日㈯～6日㈰
会  場：ハイランドリゾートホテル＆スパ

第13回 東日本区大会

つなげよう横浜国際大会へ

出席者：中島・若林・青木・小原・栗本・鈴木道
　　　　詫間・中山・橋本・森・小倉


