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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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結婚記念日おめでとう結婚記念日おめでとうお誕生日おめでとうお誕生日おめでとう
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11月メーキャップ済

11月出席率

24,000円

275,000円

4,100円

26,226円

切手
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現金
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50,000円
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だから、私の愛し慕っている兄弟たちよ、

私の喜びであり冠である愛する者たちよ、

このように、主にあって、賢く立ちなさい。

ピリピ人への手紙　第4章　1節

12月

12月

累計

12月

累計

○メネット○

12日 森　 重男君 　15日 大川 貴久君
15日 札埜 慶一君 　10日 小原 進一君
15日 中山 良雄君 　25日 山崎 英史君

 5日 岸　 晴美さん　 20日 西川八重子さん
25日 山田キョウ子さん　

  6日 村瀬 善之君・智  子さん
20日 若林健一郎君・ルミ子さん



　ワイズメンズクラブ、メン、メネットの
皆様、明けましておめでとう御座います。
2009年はサマーキャンプが無事大成功
に終わり、次の事業であるドッヂボール
大会がインフルエンザの猛威により中止
になってしまいましたが、ブラザークラ
ブである台中クラブから久しぶりに17名

の訪問があり友好を深め、2010年を迎え1月24日には、
台中クラブを訪問し40周年例会に参加させて頂き大歓
迎を受けて参りまして、改めて両クラブの歴史に敬意を
表すと共に、これからも今まで以上に相互理解と相互協
力を深めていけたらと思いました。
　本年最初の青少年事業でありますスキー教室が2月
13・14日と行われますが是非とも、インフルエンザ流行
で中止にならないことを心より祈るばかりです。
　今年もまだまだ景気の低迷が続くようですが本年度
は、横浜に於いて国際大会が開催されます。お互いに何
とかスケジュールとお金に都合をつけて参加する努力を
しましょう！最後になりますが本年もメンバーの皆様と全
クラブが楽しく明るい事業活動ができることをお願いし
ますと共に、後期の六ヶ月御指導と御鞭撻を宜しくお願
い致します。

　年末の交通安全県民運動初日の12月15日、熱海観光
会館で、熱海市民安全大会が開催されました。第一部
大会の部では齊藤栄市長（熱海クラブ）の挨拶、来賓
挨拶、熱海警察署生活安全課長の講話「熱海市内の犯
罪情勢」を受け熱海市町内会会長より大会宣言が読み
上げられました。閉会の挨拶は交通安全協会熱海地区
支部長山田賢一（熱海クラブ）で第一部が終了しました。
第二部パレードは静岡県警管音楽隊を先頭に熱海ワイ
ズ、グローリークラブ等99団体500名が沿道の市民に
飲酒運転根絶をはじめとする交通安全、防犯、暴力追
放への協力を呼びかけました。熱海クラブ参加者は交通
指導員会、暴追、防犯地域安全推進員、等兼ねたメンバー
もおり22名の参加者でした。

大会宣言

　私たちは、観光都市「あたみ」の市民として一人ひとり
が自らの行動に責任を持ち、家族、地域ぐるみの運動で、
安全意識の確立を目指し、飲酒運転の追放と正しい交通
マナーの実践に努め、暴力団と関係をもたない環境を作
り、犯罪のないまち「あたみ」の実践のため、次のこと
を誓います。

一、飲酒運転は　しない　させない　飲ませない
一、暴力団を　恐れない　お金を出さない　利用しない
一、安全・安心で住みよいまち「あたみ」の実現に向け
　　て邁進すること

　以上　宣言します。
平成21年12月15日
熱海市市民安全大会

　11月の熱海、湯河原、熱海グローリー
クラブの合同例会にて、社会福祉協議
会の菅沼君が「インビテーション2000」
キャンペーンに参加されるとの事で、赤
い羽根共同募金箱をお借りし岸ＣＳ副委
員長の指導で、募金を募りました。皆様
の御協力により38,000円の募金を集め

ることが出来ました。例会場は赤い羽根を付け楽しい合
同例会でした。
　12月8日㈫ 火・水市で賑わう清水町グルメシティ熱海
店前で赤い羽根共同募金へ協力、街頭募金活動を行い
ました。前日にメンバー皆様に再送の FAX をした効果
も有り16名のメンバーに協力して頂きました。14時前に
は中島会長、若林書記がいつものことながら待機されて
いました。社会福祉協議会の職員の方から募金箱、赤い

羽根、色とりどりの風船を受けとり、皆様と共に「赤い羽
根共同募金です　ご協力をお願いします」などと声をか
け通りがかる買い物客らに協力をお願いしました。街頭
募金では恒例の札埜ワイズの愛犬ゴールデンレトリバー
のジロー君も募金箱を首に提げててお手伝いをしてくれ
ました。ジロー君目当てにいつも募金をしてくれる人も有

新年を迎えて
会長　中島 寬勝　

市民安全大会

赤い羽根共同募金に感謝
CS委員長　西島 智仁　

り、約1時間でしたが募金をされた皆様に感謝して寒い
師走の1日ありがとうございました。
　街頭募金25,503円、10月例会の38,000円加えた総
額63,503円を中島会長、中山広報委員長、西島と共に
社会福祉法人熱海市共同募金会に寄付しました。



　昨年を振り返って、熱海には明るい
ニュースがいくつかありました。私にとっ
てもっとも印象的だったのは梅園のリ
ニューアルです。
　梅園は明治19年に開園して以来、多
くのお客様を呼んできましたが、梅の老
木化が進み、かつての美しさを失いつ

つありました。そのような中、市内にホテルを経営する
大塚商会の大塚実会長から、「熱海にご恩返しをしたい」
と多額のご寄付の申し出がありました。この申し出により
大規模な工事を施すことができ、梅園は見違えるように
美しくなりました。加えて、紅葉も植栽して、魅力をさらに
アップさせました。
　昨年11月には、梅園橋（うめぞのばし）も開通し、
澤田政廣記念美術館から韓国庭園を結ぶルートが生ま
れました。2年ぶりに開催した「紅葉まつり」には3万人
を超える観光客が訪れ、観光協会は「大成功だった」
と評価しています。大塚会長のお気持ちに心から感謝す
るとともに、会長を私に紹介してくれた橋本一実ワイズに
お礼を申し上げたいと思います。写真は梅園橋の開通式
で撮ったものです。橋の上から見る景色は大変素晴らし
く、写真には大塚会長、私の家族、そして開通式に参
加した皆さんが写っています。
　ちなみに、私の両親は昨年4月に50年以上住んだ東
京品川（戸越銀座）を離れ、熱海に移り住んできました。
私の妹も一緒です。父親は毎日のように渚小公園に散歩
に行き、「熱海に来たら3日で咳が出なくなった」と言っ
ています。空気も水も美味しく、そして気候も温暖な熱海
を両親は大変気に入っています。
　新年も熱海がますます元気になるよう、ワイズの皆さん
とともに頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。

　去る12月13日メネットの皆様とお正月飾りを作らせて
頂きました。お正月飾りとは注連縄を装飾化したもので
新しい年の幸せと安泰を願う、日本古来の風習です。
〆縄は、神聖な領域を示す神迎えの印で、不浄な物の
侵入を防ぎ新しい年の家内安全、交通安全、商売繁盛
など繁栄・長寿の瑞祥を表しています。今回初めて作ら
れた方もいましたが、それぞれ華やかで個性にとんで、
私も今後の参考にさせて頂こうと思いました (≧∀≦ )
勉強にもなり、ありがとうございました。
　飾る期間は、松の内（元旦〜7日）の間

　皆さんは「咲見町」と聞いて思い浮か
べるのは何でしょうか？ そうです！祭り
の山車に鎮座している「神武天皇」像を、
我が町の“ここが素晴しい”に取り上げ
たいと思います。
　神武天皇は「日本書紀」によりますと、
2700年前初代天皇として即位して大和

一帯を平定し、127才で没したと言い伝えられている人
物であります。では、神武天皇と咲見町山車の関係はと
申しますと、明治の彫刻会の巨匠である“高村光雲”の
弟子に、当市温泉通り出身の高名な彫刻家“山本瑞雲”
が居りました。明治27年彼が23才の頃、失意の折り立

生まれ変わった熱海梅園
青少年委員会／熱海市長　齊藤　栄　

うちの町内ここが素晴らしい
CS・TOF委員会／咲見町町内会　岸　昭秀　

正月飾り教室
メネット　西部 展子　

身出世の祈願を込めて身長約3米の「神武天皇尊像」を
製作し、当町内会に奉納したものであり、以来当咲内
会守護のシンボルであります。沢田政廣師は彼の弟子に
あたるそうです。尚現在、山車に乗っている人形像は昭
和52年、この像を擬して当町内会が制作したものであ
ります。
　もう一つ我が町内の歴史跡を紹介します。日本初の
人力に依る人車鉄道「豆相人車鉄道」の始発駅が現南
明ホテルさんの前
にあったそうです。
つまり、小田原か
らのお客様を送迎
した場所なのです。
熱海温泉湯けむり
万華鏡（小林米男
著）によりますと、
明治2 9 年、雨宮
敬次郎氏他20余
名の努力により、
熱海⇄小田原間全線開通し、明治40年軽便鉄道に替
わる13年間1日6回運転され所要時間は急行で3時間5
分、普通で3時間30分となっていました。運賃は小田
原から熱海まで下等66銭・中等99銭・上等1円32銭。
3才未満は無賃10才未満は半額となっていました。定
員は8名で人夫2〜3人が押して行くという誠に原始的な
電車ですが、人車鉄道として日本で最初のものでした。

「駅舎前の一藤木の休み茶屋で列車が発車するまで時
を過ごした客は、一ふじ旅館を出発し………」という
記述がありますが、御存知の通り一藤木先輩の祖父一
曾祖父にあたられる方と思われます。大正12年関東大
震災で軽便鉄道が全線にわたり崩壊又は埋没し、営
業に終止符を打つまで咲見町に駅舎があったそうです。
他にも旧三菱財閥岩崎別邸、医王寺等の建築物や、何
より町民の結束力、人柄、一番街商店街等々。御紹介
したい事柄は多々ありますが、枚数に制限があり次回
に廻したいと思います。御精読に感謝申し上げます。



受　　付
司　　会
信　　条
閉会の言葉

小林 秀樹君 ・ 三井 敏正君
山崎 英史君
村瀬 善之君
大澤 光夫君

発行責任者
編 集 長
副編集長
編集委員

会　　　 長
広報・会報委員長
　 〃　副委員長

中 島 寛 勝
中 山 良 雄
山 田 賢 一石村 孝治君

鈴木 道夫君
事務所（〒413-8691）　静岡県熱海郵便局内私書箱37号

TEL・FAX（0557）81-7518

澤口恒康・村瀬善之・森 重男・山崎英史
聖句朗読・開会の祈り
食 前の祈り

〈日　　時〉 平成22年1月5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

1.ＡＳＦポイント中間集計の件 .....................................報告
　2月例会にて発表（7月～12月）
1.新年初顔合わせ会の件 ........................................報告
　1月15日㈮ pm6:30～『寿し忠』にて開催
1.スノーキャンプの件..............................................報告
　2010年2月13日・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。
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。
1.富士山部第2回役員会・評議会の件..........................報告
　1月31日㈰ pm2:00～『みしまプラザホテル』にて開催。

〈議　　題〉　議長：中島寛勝
1.1月例会開催・プログラムの件 .................................承認
　1月25日㈪ pm6:30～ニューフジヤホテルにて開催。プログラム等を審議。
1.第69回国際大会の件 ..........................................承認
　2010年8月5日～8日に『パシフィコ横浜』にて開催。申し込み案内・補助金等を審議。
1.台中クラブ40周年記念式典・公式訪問の件 .................承認
　中島会長を団長とし、小松・松井・三井・岸・草柳ワイズの計6名が参加。
1.京都パレスクラブ公式訪問の件 ...............................承認
　3月10日㈬に公式訪問決定　実施内容等を審議。
1.メネット交流会決算の件 ........................................承認
　12月13日実施の正月飾り作りの収支決算を審議。
1.クリスマス家族会決算の件 ......................................承認
　12月20日実施の家族会の収支決算書を審議。
1.新会員推薦依頼の件 ...........................................承認
　メンバーに推薦書を送付し依頼する事とし、締切は2月例会迄とする。
1.お年玉年賀ハガキ収集の件....................................承認
　当選番号発表後にメンバーに依頼文を送付し1・2月例会にて委員会が収集。
1.十勝ジャガイモファンド決算の件 ...............................承認
　別紙収支決算書を審議。

〈報告事項〉

日　 時　　1月25日 ㈪
会　 場　　ニューフジヤホテル
受　 付　　西島 智仁君 ・ 中山 良雄君
司　 会　　青木 義美君

担当理事報告

議事報告

江馬委員

藤井委員

池島会計
永田委員

会員増強の現状、メンバー会員168名、一般維持
会員8名、正会員4名、特別会員1名、さらに各クラ
ブの協力を願います。
センターの会場使用申し込みが多くなり、月間利
用申し込み状況掲示板を作り口外へ掲示する、掲
示板を発注し準備します。
サンタの家に今年も協力金を送ります。1万円。
静岡の英和女学院高等学校と交流をもち、音楽祭
の招待券を購入し参加協力をしました、チャリティ
ラン等にも参加協力を戴いて居ります。

末吉委員

中山委員

伊東クラブ主催のスキー教室は清里にて22年2月
20日21日の予定。しかし学校側と生徒のインフル
エンザの状況を勘案し決定する。
熱海クラブ主催のスキー教室は2月13日14日に例
年と同じ清里スキー場において実施予定、しかし
生徒の健康状態を学校側と協議し準備を進めま
す。熱海、伊東ともにドッジボールを中止しているの
で、できる限り実施する方向で準備をします。

＊1月新年理事会は22年1月7日に真鶴一望閣において行い
　ます。関係者への案内通知を12月17日までにFAX等で送り
　ます。（各会長、部の役員にも）

＊第2回チャリティランについて
　開催予定日や会場場所等については、時期部長からの要請
　もあり2週間以内に長谷川実行委員長より理事、各クラブ会
　長当てにお知らせします。第1回チャリティランの収支報告は
　中間報告であり、近日に最終の数値を記入し池島会計さんと
　作成し提示いたします。（長谷川ys）

＊年賀ハガキ作成　150枚作成いたします。（井堀委員）
　100枚理事長、50枚増強委員へ。

2009年12月3日㈭ 記録：総務 森

　12月20日㈰ 17:00より会場を熱海後楽園ホテルに変えて恒
例のクリスマス家族会を後にひかえての12月例会が開催された。
この例会で前期が終了する中で中島会長も余裕が見られ、あと
半期の協力を語られた。平常プログラムの前半を30分で終了し、
家族の待つ会場へ。

会報委員会　

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.熱海ワイズメンズクラブの歌
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.卓話「もてる男の健康術」

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

橋本 一実君
小倉 幹史君
全 員
全 員
村瀬 善之君
橋本 一実君
橋本 一実君
若林健一郎君
山田 賢一君

早見 芳美様
立花 桃子様
各担当委員会
司 会 者
親睦委員会
各担当委員会
大澤 光夫君
橋本 一実君

A 副 会 長

A 副 会 長
A 副 会 長
書　　 　記

アロマセラピスト
エステティシャン

B 副 会 長
A 副 会 長

熱海
ワイズメンズ
クラブ

冬期事業について

今月は都合で欠席の委員が多く、来月は新年会です、全員出席を・・・。




