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国際会長主題

2009

12
アジア地域会長主題

“Th e P o w e r o f O n e ”

今月の聖句

｢一つとなる力｣

最後に兄弟たちよ。わたしたちのために

｢一つとなる力｣

祈ってほしい。どうか主の言葉が、

スローガン “Dreaming Asia, Loving Asia”

“T he Power of One”

あなたがたの所と同じように、ここでも

東日本区理事主題

早く広まり、また、あがめられるように。

“Hand over Our Torch of Y’s
Men-to tomorow, to the future”

テサロニケ人の第2の手紙

第3章第1節

｢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…」

熱海クラブ会長主題

「夢見るアジア、愛するアジア」

富士山部部長主題
“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！』

中島会長・プロレスラー天山広吉氏

お誕生日おめでとう
21日 池田 直文君

結婚記念日おめでとう
結婚記念日おめでとう

21日 鈴木 道夫君

1日 二見 康一君・裕子さん

○メネット○

1日 後藤 順子さん
8日 浅野 佳緒さん
18日 栗本 恵理子さん

11月例会報告
在 籍 者 48名

スマイル

ビジター

10日 浅野 祥司君・佳緒さん

2日 小原 衣鈴さん
10日 津田 正江さん
23日 小松 真弓さん

YMCA基金

BF基金

2名

11月

24,000円

11月

4,460円

切手

0ｇ

累計

275,000円

累計

26,586円

累計

0ｇ

11月
現金
累計

37,000円
271,000円

功労会員

1名

ゲ ス ト 1名

広義会員

1名

メ ネ ッ ト 0名

出席義務者 46名

出 席 者 39名

出 席 率 84.7％

計42名

11月例会欠席者 11/25グローリーへ
7名
メーキャップ
100％
11月 出 席 率

●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

次期東日本区地域奉仕事業主任を拝命して
A幹事 小原 進一
大役を拝命して2ヶ月あまりをすぎ
ました。その間引き継ぎがてらという
事で、今期の主任（江東クラブの山崎
ワイズ）の取り計らいで委員会や次期
役員研修会などで何度か東日本区へ足
を運ぶ事になりました。
各クラブの継続的な地域奉仕事業で
はありますが、今期作成したクラブ・オリジナルフラッ
グを活用して広くメンバー以外の人々へのアピールし
ましょう。
また、世界的な問題になっている環境問題にワイズ
メンズクラブなりに貢献しよう。以上2点を議論して
います。（ちなみに“環境キャンペーン2010冬”を
2010年1月から3月まで行いますので、多くのメンバー
の参加をお願いいたします。
）
楽しい活動が出来るように思案しているところです。
また次期は、横浜国際大会も開催されます。
メンバー皆さんのご支援のほどよろしくお願い致し
ます。ただ本心は……少々荷が重い !!

次期富士山部事業主査を拝命して
B幹事 小松

厳

この度、次期富士山部ユース事業主
査を、会長経験者の順番なので、ユー
ス事業そのものが何なのか、理解を出
来ていない私にとって、とても頭の痛い
事ですがお引き受けする事にしました。
引き受けた以上は、宝田富士山部長
の下、一生懸命努力する積もりです。
しかし、最近の景気の悪化、自民党から民主党への
政権交代により、先の見えない社会事情なので、仕事に
精一杯で、部長に迷惑を掛けるのではないかと、心配
で成りません。
会長経験者及び熱海ワイズメンバーの皆さん、御指
導、御鞭撻の程、よろしく御願いして、この何も出来な
い次期ユース事業主査を指導、協力をして下さい。
来年、横浜の世界大会も、関係が有る様なので、何
をどこから、手をつけて良いのか分かりませんが、まず、
出席義務を果たして、勉強をし理解出来る様に頑張る
所存です。皆様の協力、よろしく御願い致します。

１月 行事予定

1.部長公式訪問（1月例会）
1.第２回富士山部役員会・評議会・新年会（1月24日）
1.新年初顔合せ（1月15日）
1.台中クラブ代表派遣、記念例会出席（1月22日〜）
1. お年玉当選年賀ハガキ収集
1.熱海ＹＭＣＡスノーキャンプ準備
1.京都パレス訪問準備
1.新会員推薦依頼
1. クラブアワード中間集計
1.知人・友人同伴キャンペーン

Fresh Y's Skill Up Meeting 〜岡本尚男さんとワイズを学ぼう〜
日時 ２０１０年１月２４日（日） pm１：００〜
会場 東京ＹＭＣＡ東陽町センター 主催：東日本区ＥＭＣ事業委員会

年男の一年を振り返って！
会報副委員長

山田 賢一

モー烈に通走るか、ノコノコ牛歩の様
か小生は牛歩のごとく人生を過ごしてき
た気がします。生れは多賀、小学校1年
生は熱海小学校、2年生は沼津第4小
学校、第二次大戦終戦が小学校3年生
で多賀小に、先日多賀小中学校同窓会
が開かれまして、私がアルバムを整理し
て出席者に配るためコピーしましたが写真は小学校3年
生からしか無く、同級生も持っている人が無く戦時中は
写真など写さなかったのかと思いました。同級生の話し
はもっぱらアルバムのことで盛り上がり、あっと言う間に
時間が過ぎてしまいました。
年男の一年も元旦のお宮参りから始まり、町内会のどん
どん焼き、ワイズの新年会など、仕事も腕が痛くなる程
動いている。自分が整備した車が市内を走ってる、この
実感が今少し薄れてきている。息子に整備の事は譲って
きているし、少しづつ仕事から遠ざかっている。年男だ
からと気負って過ごした訳ではないが、2年程前から町
内会に任意の壮年会十日会（10日に初会）を私が立ち
上げまして（町内会の老人会が解散した）50代60代が
主流で毎月会合して町内会の行事の手伝いや、年間2
回日帰り旅行をして町内の疎通を謀っている。また町内
の体育会があり（20代〜40代）その卒業した人達で旅
行の会（40代〜60代）も会長をしています。それでも
仕事以外に催し物が多くあります、こうして年間行事を消
化したことを振返ると一年間頑張ったと思います。
この事は町内に来て組長から始め、体育部長・庶務・
防災会長・副会長・会長等で町内皆さんと触れ合い、
また西部地区や町内会連合会等多くの人達の協力で出
来ました。振返って、これからまだまだ皆さんの為に動く
ぞ !!

会報委員会 澤口 恒康
今年は丑年、何度年男を迎えたかな
等考えながら、穏やかな正月を過ごしま
した。毎年、正月には息子達家族も皆
我が家に集まるので、それは幸せな時
間でした。
学童の交通安全を願って、何となく始
めた交通指導員のボランティア活動も、
アッと云う間に8年の歳月が過ぎてしまいました。もっとも
先輩達には20年以上活動して居る人達が何人も在籍し
ているので私等新人みたいな者ですが !!
先日も、通学時間帯に横断歩道で小学生の交通指導を
していた時、スーツを着たＯＬ風の女性から“おじさん、
おはようご座います”と声を掛けられたので、
“おはよう !!”
と返事をしたが、その時は一瞬誰か見当もつかなかった。
後で良く考えたら交通指導員を始めた頃ランドセルを背
負って通学していた学童だった。年が経つのは早いもの
だとつくづく感じた一刻だった。古希も過ぎ、一昔前だっ
たら年寄り扱いされる年代だが、私の周りにいる同年配
には、まだまだ、元気に仕事をして居る者も多い。
私も、あと何年元気でいるか解らないが、元気で働ける
内は、少しでも交通安全等の手助けとなるボランティア
活動と共にワイズ活動も続けようと思う今日この頃です。

ワイズ自分史
書記 若林 健一郎
結婚して35年。（忍耐と辛抱の女房
に先ず感謝、そしてありがとう！）
ワイズのメンバーに迷惑を掛けながら
皆出席31年（体が丈夫なだけかな？）
体育指導委員として30年、そして11
月28日に還暦を迎えました。中山委
員長よりお題を頂き、先ず脳裏に浮か
んだのが二人の子供をカナダへの交換学生として送り
出せた頃の喜びでした。特に帰国後の娘の物事に対す
る成長ぶりには感激した事を今でも思い出されます。
諸般の事情により退会された山田修司会長年度は書記
として暗中模索の中で手書きで全てを処理し、一藤木
ハウスでの記念切手の整理を通し、ワイキチ道が始
まったんですかね？雲仙普賢岳の噴火が始まった天地
異変の1991年度会長を務めるに当たり『一人でそう
気負うな！』と戒めてくれた中島洋直前会長、常に冷
静に諸案件をこなす池田書記に助けられ、多くの事業
を達成できたと今でも感謝しております。台中クラブ
YEEP事業で二人のお嬢さんを我が家で受け入れ、言
葉の壁で悪戦苦闘する家族、池田書記との麗水・釜山
の旅、妻と二人で参加した釜山アルファクラブの初例
会（空港に着くなりホテルはキャンセル、李会長宅に
ホームステイ？）そろそろ締めないと中山委員長に割
愛されそうなので最後に老婆心ながら、例会出席も大
事ですが事業に参加し、お役も素直に引き受け、自身
の思い出に残るクラブライフを満喫される事を願い、
素敵な仲間に感謝し、筆を置かせて頂きます。

「インフル感染防止に」
市教委に洗浄・消毒用ジェル
熱海ワイズメンズクラブ（中島寬勝会長）は地域奉仕
活動の一環として6日、熱海市教育委員会に手指の洗浄・
消毒用ジェル200本を寄付した。中島会長、西島智仁
CS（地域奉仕）委員長ら7人が藤池忠夫教育長を訪ね、
「子どもたちの新型インフルエンザの感染予防に役立て
てほしい。教育委員会を通じて各校に配ってもらえれば」
と品物を託した。
同クラブは10月31日に小学生のドッジボール大会の
開催を予定していたが、新型インフルエンザによる学
級閉鎖が市内各校で相次いでいる状況から中止にした。
「大会にかわり、何か子どもたちのためにできることはな
いか」といった声が会員からあがり、新型インフルエン
ザ対策用品の寄贈を決めた。

洗浄・消毒ジェルは1本300ミリリットル入りで、小学
校低学年の児童にも使いやすいサイズ。藤池教育長は
「感染を少しでも食い止めるためにもありがたい。流行
が長く続くのか予断を許さない状況で、このような品はい

くらあっても足りないくらい。さっそく幼稚園、小中学校
に配りたい」と謝辞を述べた。
市教委によると、感染予防のための物品の寄贈は今
回は初めて。「手指の消毒用品はなかなか入手できなく
なっている状況なので、このタイミングでの寄贈はありが
たい」と話していた。（11月7日 熱海新聞 ･伊豆毎日新聞より）

台中訪問団派遣
2010年1月22日出発，24日台中クラブ40周年記念例会出席，
25日帰国予定 （団長：詫間勲Ｙ）
出席者：中島会長・岸・小松・松井・三井各ワイズ

◆前年度表彰
ＡＳＦ

前期表彰月（12月）
ＢＦ

１位

詫 間

勲

津 田 博 之

２位

中 山 良 雄

中 山 良 雄

３位

中 島 寬 勝

一藤木俊夫

４位

西 島 智 仁

鈴 木 道 夫

５位

札 埜 慶 一

森

重 男

皆出席（5年単位）
15年 中 島 寬 勝
25年
30年
35年

栗 本 治 郎
後 藤 軍 治
鈴 木 道 夫
若林健一郎
森
重 男

11月例会だより
YMCA委員長

小倉 幹史

11月例会は、事業計画において9月に
予定されていた移動例会が、台中クラブ
からの公式訪問受入れの為延期となっ
たことにより、今月を移動例会月として、
熱海ＹＭＣＡセンターを会場に行われま
した。18時30分に中島会長の点鐘と共
に開会となり、岸ワイズの司会により、
順次プログラムを消化し例会は滞ることなく進行しまし
た。今回の例会には、中島会長の紹介により、新日本プ
ロレスに所属するプロレスラーの天山広吉氏を卓話者と
してお招きし、日本におけるプロレスリングの現状、対戦
中のリング上でのプロレスラーの状況、所属団体内のレ
スラー同士の関係性、中国の戦国時代のようなレスラー
の抗争関係やリング外での逸話や裏話などの、われわれ
の知りえない業界内の話をして頂き楽しい卓話となった。
又、小原幹事より、かなりマニアックな質問がされ（プロ
レスオタク？）天山氏も喜ばれている様子がうかがえた。
天山氏の話の中で日本のプロレスリングは、力道山以来
の歴史が有り、団体内においては、肉体的鍛錬だけで
は無く礼儀作法をも徹底的に身につける事を求められる
ということを聞き、天山氏の試合を離れた普段の姿が温
和で友好的なのも理解できるものであった。今回の移動
例会には、伊東クラブより2名のビジターの参加も有り大
変有意義な例会になった。

12月例会・クリスマス家族会
12月20日(日 ) 17:00より 後楽園ホテルにて開催

YMCA理事・運営委員会報告

2009年度 12月例会プログラム
日
会
受
司

時
場
付
会

2009年11月5日㈭ 記録：総務 森

12月20日 ㈰
熱海後楽園ホテル
松井 清一君 ・ 室伏 勲君
内藤 一郎君

1.竹内理事長あいさつ

第１部
会

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.委員会報告

長 中島 寛勝君

三井 敏正君
全
員
下田 孝治君
会 長 中島 寛勝君
会 長 中島 寛勝君
書 記 若林健一郎君
各担当委員会

第２部
クリスマス家族会

司 会：池 田 直 文 君

〈日
時〉平成21年12月2日㈬ PM7時30分開会
〈会
場〉ワイズ事務所 司会：会長 中島寛勝
〈会長挨拶〉中島寛勝
〈報告事項〉
1.例会皆出席者表彰の件 ........................................報告
12月例会にて発表・表彰
1.赤い羽根共同募金の件 ........................................報告
12月8日㈫ pm2:00〜清水橋付近で実施（参加者はワイズジャンバー着用）
1.メネット交流会の件..............................................報告
12月13日㈰ pm2:00〜『ベルばら』2階にて実施。
（正月飾り作り）
1.台中クラブ40周年記念式典公式訪問の件 ..................報告
2010年1月22日〜25日の3泊4日にて実施（記念式典：1月24日開催）
1.クリスマス家族会の件 ...........................................報告
12月20日㈰ pm5:30〜12月例会第2部として、
熱海後楽園ホテルにて開催。
〈議
題〉 議長：中島寛勝
1. 12月例会開催・プログラムの件 ...............................承認
11月20日㈰ pm5:00〜 熱海後楽園ホテルにて開催。プログラム等を審議。
1.新年初顔合わせ会の件 ........................................承認
2010年1月15日pm6:30〜『寿し忠』にて開催。予算書等を審議。
1.新年・年賀広告の件 ............................................承認
記載案・予算書等を審議。
（メンバー負担金 ￥1,000円）
1.前年度BF・ＡＳＦポイント表彰の件 .............................承認
12月例会にて発表・表彰 実施内容・予算案を審議。
1.台中クラブ公式訪問団長への目録贈呈の件 .................承認
12月例会にて目録・代表派遣費を贈呈。
1.熱海市市民安全大会の件 .....................................承認
12月15日㈫ pm2:00〜 観光会館にて実施（参加者はワイズジャンバー着用）
1.アジア・太平洋地域災害被災地支援の件.....................承認
12月例会場にて基金箱を設け、
メンバーに支援依頼願う。
1.スノーキャンプの件..............................................承認
2010年2月13･14日の1泊2日にてサンメドウス清里スキー場にて実施。
募集要項・予算書を審議。
1.1月臨時総会中止の件 .........................................承認
台中クラブ公式訪問の為、2月例会終了後に臨時総会実施案を審議。

1月例会担当予告
受
付
司
会
信
条
閉会の言葉

西島
青木
松井
橋本

ホームページ

2.担当理事報告
森総務
来年の第25回中学生英語スピーチコンテストの日時は、
22年11月13日（土）に熱海起雲閣音楽サロンにおいて
実施します。
鈴木会員増強委員
現在124名 維持会員5名 その他82,000円の振込
あり。各クラブの一層の協力願います。
藤井教室担当委員
10月からパソコン教室を再開しました。
その他の教室事
業は平常どうり実施しております。

第6回 役員会報告

熱海ワイズメンズクラブ

日本YMCA同盟から総主事に新たに就任された、島田茂
氏と主任主事山添薫氏に出席して戴きました。後ほどごあい
さつと展望をお話しして戴きます。
昼間は沼津クラブの長谷川等さんに部内のYMCA施設を
案内して頂きました。

末吉伊東担当委員
ドッヂボール大会はインフルエンザの学級閉鎖等のため
に本年度は中止しました。熱海クラブのドッヂボール大会
も同じく中止しました。
永田委員
第4回のパフォコンは10月23日に静岡音楽館に於いて
実施、延べ150名の参加あり、
盛会に終了しました。
土屋委員
下田クラブ30周年記念例会のお礼。
スピーチコンテスト
に生徒2名参加、
よいプログラムであり、来年は更に参加
生徒を募ります。
島田総主事
静岡へYMCAを…が前任の山田総主事からの引き継ぎ
事項であり、先ずは熱海YMCAの実情を見せて戴きたい
と思い訪問しました。
（永年のYMCAのご経験と経歴を語られた。）
チャリティラン等のYMCA活動を示すことで静岡YMCA
を作る上で有効なことと考えます。
できることなら、全ての会
合は礼拝から始めてもらいたい、
お祈りから始めることで
皆が共感を持てることで、活動に良い結果がでた経験を
持っています。
山添主事
ワイズメンズクラブ東日本区との連絡主事を3年続けて担
当しています。
長谷川YS
仙台YMCAのチャリティランの報告、鈴木部長の車で参
加しました。
東京ＹＭＣＡのチャリティラン、9月23日森参加。

返信はなるべく早く、必ず出そう。

http://atami-ys.net

例会日1月25日㈰

智仁君 ・ 中山 良雄君
義美君 聖句朗読・開会の祈り 小倉 幹史君
清一君 食 前 の 祈 り 山田 賢一君
一実君

メール

mail@atami-ys.net
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