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国際会長主題

アジア地域会長主題

今月の聖句

“The Power of One”
｢一つとなる力｣

“The Power of One”

信仰に依る祈は、病んでいる人を救い、
そして、主はその人を立ちあがらせて下
さる。かつ、その人が罪を犯していたな
らそれもゆるされる。

東日本区理事主題
“Hand over Our Torch of Y’s
Men-to tomorow, to the future”

ヤコブの手紙

第5章 第15節

｢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」

富士山部部長主題
“Join our Y’s dam as our
Fist Step”

｢明日につなごう、
未来につなごう ワイズの灯｣

熱海クラブ会長主題

副 題「いま、私たちに出来ること…」

2

｢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！』

台中訪問団

お誕生日おめでとう

12日 村瀬 善之君
16日 深澤 勇弘君
23日 下田 孝治君

12日 安田 克己君
19日 青木 義美君

○メネット○

6日 二見 裕子さん
7日 鈴木 真弓さん
8日 齊藤 淳子さん 27日 西部 展子さん

1月例会報告
在 籍 者 48名

スマイル

ビジター

結婚記念日おめでとう
結婚記念日おめでとう
1日 岸 昭秀君・晴美さん 2日 橋本 一実君・弘恵さん
18日 栗本 治郎君・恵理子さん 19日 津田 博之君・正江さん
20日 大川 貴久君・知恵子さん 21日 内藤 一郎君・絹子さん

YMCA基金

BF基金

1名

１月

49,000円

12月

3,549円

切手

0ｇ

累計

324,000円

累計

29,775円

累計

0ｇ

１月
現金
累計

43,000円
364,000円

功労会員

1名

ゲ ス ト 2名

広義会員

1名

インビテーション

1名

出席義務者 46名

出 席 者 38名

出 席 率 97.8％

計42名

１月メーキャップ
12月メーキャップ
12月出席率

6名
3名
100％

●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

Fresh Y's skill up Meetingに参加して
幹事 小原 進一
EMC今 年 度 最 大の 行 事 が、1月24
日に、場所は東京 YMCA センターにて
120名余りのメンバー参加のもと開催さ
れました。
前 半 は、1993〜1994日 本 区 理 事
の岡本尚男氏の講演「明日につなごう
−ワイズメンズが生き続けるために」で
した。ワイズ歴15年程度の私には、講師はなじみがうす
く、内容もあまり浸透してきませんでしたが、ベテランメ
ンバーは、喜んでいて、感激している人も見られたギャッ
プがおもしろかった。
後半は、10の分科会に分かれての討論会『明日につ
なげるためには』です。参加メンバーのうちフレッシュメ
ンバーは入会した感想を、ベテランメンバーは現状と問
題点を、述べてもらいました。各クラブなりに、各立場な
りに、考えている事や問題意識が違っていて正に熱海ク
ラブの『YY談義』を、ひとつの建物内でいたる所で繰
り広げていた感がありました。
参加したメンバーは、フレッシュよりもベテランの方が
多いのが残念な気がしました。熱海クラブからは東日本
区の役員として私と栗本ワイズが、手伝いで参加。つき
あってくれたメンバーは、大川・二見・鈴木ワイズで合
計５名でした。ミーティング後、下町のおいしい処で食
事をして、お洒落な場所で独自に反省会をしました。皆
熱く語り合い夜更けに帰熱。
メンバーの皆様、イベントに参加すると楽しい事があ
りますよ！どじょうや馬肉を食したり、美しい・・・の場所
とか。次回にはぜひ参加してみて下さい。

新年初顔合わせ会
親睦委員長

鈴木 恵次

今年の親睦初事業として、1月15日
㈮に、銀座町すし忠2Ｆにて6時半より、
新年初顔合わせ会が17名の参加を得
て開催されました。中島会長のあいさつ、
詫間直前の乾杯と型通りの流れにて進
行！！昨年の反省、正月の様子等々会話
もはずんでいたようです。しばらくしてか
らの、自己紹介を兼ねての今年の抱負、会長から順に、
一人一人ユニークな発表が続き、いよいよ私の番になり
ました。去年は何事も、ただ忙しい忙しいの一年間でし
た。忙しいと言う字は、心を亡くし、忘れる、心をどこか
に忘れて居ませんか？
今年は、何事も「ゆっくり」を抱負にあげました。橋本
次期会長、田中ワイズの国政にまで及ぶ発言、波乱含
みの選挙、さてどうなるか？両雄とも頑張れ〜 !!
お時間もちょうど良く中〆め、その前に2次会決定のコン
パニオンさんの、ジャンケン大会。若林書記の発案で、

今年は社長同士のジャンケンに変更、力が入ります。紆
余曲折の上「メルヘン・アラスカ」に決定。新年から
運がいいぞ。あっという間の楽しい2時間でした。差し入
れを頂いた、内藤ワイズ・中島会長、ご協力を頂いた
皆様ありがとうございました。今年も親睦事業よろしくお
願い致します。

第二回富士山部役員会・評議会報告
書記

若林 健一郎

ワイズ自分史
ドライバー委員長

西川

正

原稿依頼を受けさて、何を書こうかな
と思い入会しての年数が何年になるの
かな？思い起こせば中野先輩から「どう
だこんなクラブがあるが入会しないか」
と誘いを受けました。当時は事前に話を
してはいけない事に成っていました。
入会する前年1975年7月にニューフジ
ヤホテルで国際大会が開催され街の交差点に沢山の人
びとが道案内をしていて、すごい会議があるのだと思い
ました。
そんなすてきなクラブに入会出来ると胸を躍らせ入会さ
せて頂き、この3月で32年になります。
入会以来例会皆出席のメンバーが沢山いますが、頭が
下がります。自分は32年間で1回だけ欠席しています。
熱海グローリークラブが出席率100％を長く続けていま
すが、熱海クラブも何年も続くよう祈ります。クラブ全員
でガンバロー！（私の今期の仕事です）
ある先輩メンバーが加齢臭の話をしましたが、私も現在
73才その部類に入りますが、あと2年間お付き合いお願
いします。それまで持つかな？
数年前までは2次会等にお付き合い出来たのですが、病
院に行くたびに、酒飲まない、塩分は控えめにとイエロー
キップが出ているので付き合いが悪く申し訳無く思ってい
ますが、身体が良くなれば又お付き合いをお願いします。

台中クラブ訪問記
IBC･BF副委員長

三井 敏正

台中クラブ40周年記念例会訪問団は
中島会長（団長）・小松・松井・岸・草
柳・三井各ワイズの六名。式典は台中
市全国大飯店で行われた。台北からは
新幹線を利用したが、その速さ（時速
260km位）に皆、驚いていた。台北の
桃園駅から約40分位しかかからないか
らである。しかも、桃園空港（台北国際空港）から駅ま
で車で10分もかからない。まず、我々宿泊先のホテルに
到着すると、台中クラブの王陸谷氏、黄俊任氏が迎えに
きており、ゆっくりする時間もなく、式典会場へ徒歩で
向かった。黄氏の日本語は大変上手で台中の人口の増加
や、目ざましい発展ぶりなど説明してくれた。6時半開始
だと聞かされ
ていた式典は
実は４時半開
始であり、 台
中到着はぎり
ぎりだったの
である。
式 典 は4時30
分ちょうどに
呉和田主任委
員の点鐘で始まった。鼓弓を含む小さいバンドがステー
ジの脇に配置され、常に音楽が鳴り渡り、式典の合間、
合間にも演奏が上手に組み込まれ、赤を基調とした華や
かな会場が、さらに華やかさを増していた。両国歌斉唱
などのあと、呉主任委員、楊志鵬会長挨拶、さらに熱海
クラブ中島会長の挨拶がおこなわれた。ちなみに会長

挨拶の中国語通訳は私、三井が担当した。式典は主に
功労賞の表彰を中心に行われた。6時半からの宴会は同
じ会場に設けられ、小学生の羽根蹴りなどの演技のあと
カラオケで盛り上がった。今後のますますの交流が約束
され、私達一行の任務は無事果たされた。翌日、台北
に向かい、台北101ビルの展望台、ビル内部にあるマー
ケット・プレイス内の中島水産が出店している鮮魚店等

を視察し、会長と草柳ワイズは桃園空港から成田へ、そ
の他のメンバーは台北市内にある王朝大飯店へチェック
インし、夜は市内の海鮮料理店で今回の訪問についての
反省を行うと同時に成功を祝った。そして翌日、中正記
念堂などを見学してから桃園空港そして成田へ中華航空
で帰路についた。

１月例会だより
親睦委員会 日吉 浩之
中島会長はじめ、6名のワイズメンが
台中訪問から帰国の途につく1月25日、
橋本Ａ副会長の点鐘で１月例会が開催
されました。
まず例会プログラムで目を引いたの
が、卓話の「もてる男の健康術」でした。
アロマセラピスト、エステシャンという
紹介で2人の女性の名前が書かれており前を見ると美し
い女性が、ならんで座っていました。興味を引かれたの
は僕だけでしょうか？
まずアロマセラピストの早見さんにフェイスマッサージ
をしてもらった西島ワイズが、ニコニコしながら気持ち良
さそうにしていたのが印象的でした。その間エステシャ
ンの立花さんからは、簡単なエクササイズを実際にみん
なで運動しながら教えて頂き、普段の運動不足をみなさ
ん実感されたのではないでしょうか。
その他、インビテーションの27歳の若きホープも大川
ワイズから紹介され、例会はなごやかに順調に進行して
いきました。最後に、二度の入退院していた大澤 B副会
長が登場して気力充分の力強い閉会の言葉で1月例会も
無事終了しました。

2月臨時総会開催（2月例会終了後）
・次期会長発表

・次期役員指名、承認

2010年度 2月例会プログラム
日 時
2月22日 ㈪
会 場
ニューフジヤホテル
受 付
小林 秀樹君 ・ 三井 敏正君
司 会
山崎 英史君
会
長
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
会
長
1.会長挨拶
会
長
1.ゲスト・ビジター紹介
富士山部長
1.富士山部長公式訪問挨拶
書
記
1.書記報告
1.食前の祈り
1.台中ワイズメンズクラブ訪問団帰朝報告
1.会食
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
B 副 会 長
1.閉会の言葉
会
長
1.点鐘

1月

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
中島 寛勝君

第8回 役員会報告
〈日
時〉平成22年2月2日㈫ PM7時30分開会
〈会
場〉ワイズ事務所 司会：書記 若林健一郎
〈会長挨拶〉中島寛勝
〈報告事項〉
1.新会員推薦依頼の件 ...........................................報告
締切は2月例会迄ですので、新会員の推薦をお願い致します。
1.スノーキャンプの件..............................................報告
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』参加予定者30名
1.京都パレスクラブ公式訪問の件 ...............................報告
3月10日㈬に公式訪問、参加者7名 ・・・そうだ 中島会長と京都へ行こう・・・
1.使用済み切手収集月間の件 ...................................報告
2月例会場にて収集致しますのでご協力願います。
1.お年玉年賀ハガキ収集の件....................................報告
2月例会場にて収集致しますのでご協力願います。5等当選番号：下2桁が00・52番です。

1.台中クラブ公式訪問の件.......................................報告
台中クラブ40周年記念式典（1月24日開催）に中島会長以下6名が参加。
1.富士山部第2回役員会・評議会の件 ..........................報告
1月31日㈰『みしまプラザホテル』にて開催。
ブリテン内報告書を参照願います。
〈議
題〉 議長：中島寛勝
1. 2月例会開催・プログラムの件 .................................承認
2月22日㈪ pm6:30〜富士山部長公式訪問。
プログラム等を審議。
1.臨時総会開催の件..............................................承認
2月例会終了後に開催。橋本年度全役員指名、承認の件・その他。
1.新年初顔合わせ会決算の件...................................承認
1月15日㈮ pm6:30〜『寿し忠』にて開催。決算書を審議。
1.ハイチ地震被災地支援募金の件 ..............................承認
2月例会場に基金箱を設置いたしますので、
ご協力願います。
1.ＹＹ談義開催の件 ...............................................承認
別紙予算書を審議し4月に開催予定です。
1.年賀広告決算の件..............................................承認
別紙決算書を審議。
1.例会皆出席者表彰（記念品）
の件 .............................承認
別紙決算書を審議。
1.日吉浩之氏退会の件 ...........................................承認
一身上の都合により退会届が提出され、1月例会をもって退会を受理。

受
付
司
会
信
条
閉会の言葉

日吉
深澤
鈴木
橋本

2010年1月7日㈭ 於：真鶴一望閣

記録：総務 森

1.冬期事業について
中島 寛勝君
石村 孝治君
全
員
松井 清一君
中島 寛勝君
中島 寛勝君
鈴木 忠雄様
若林健一郎君
鈴木 道夫君
団長以下全員

臨時総会

3月例会担当予告

YMCA理事・運営委員会議事録

例会日3月22日㈪

浩之君 ・ 山崎 英史君
勇弘君 聖句朗読・開会の祈り 八代 一雄君
恵次君 食 前 の 祈 り 三井 敏正君
一実君

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。募集状況は約90名の参加申し込みあり。
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。募集状況は約1台40名目標。

2.第2回チャリティランついて
開催予定日や会場場所等について
実行委員会で再検討の結果、会場は御殿場東山荘に決定。
期日は22年11月20日㈯実行委員会と部長及び理事会にて決
定しました。当初実行委員会は11月13日㈯に決定でありまし
たが、すでに中学生スピーチコンテストの起雲閣開催が11月
13日と決定済のため、再検討願うことになり、その結果翌8日
に決定しました。
実行委員には伊東、沼津、熱海は2名ずつ、他クラブは各1名
を選出する。

第1回チャリティランの収支報告
元帳の写しと決算書を配布しました。
障害児支 援資金は残金としてスルガ銀行普 通 預金にある
566,022円の使用方法として各クラブへ5万円ずつ配布し、
障害児向けの資金として活用してもらうことに決定。3月の理
事会において配布します。
◎新年懇親会（出席者）27名

2月

2010年2月4日㈭ 於：熱海YMCAセンター 記録：総務 森

竹内理事長あいさつ
6YMCA（ノンスタッフY）協議会の報告
1月29日㈮ 30日㈯ 東山荘に於いて開催されました。４名（竹
内、藤間、長谷川、森）で参加しました。遠方から参加の沖縄
Y、金沢Y、福知山Y、鳥取Y、熱海Yの5YMCAが参加し松山
Yは今回は欠席でした。
各Yはそれぞれに、抱えている諸問題、特に理事スタッフの高
齢化、事業の継続、会館の維持管理、の事柄等を話しあっ
た。熱海としては、同盟の望む静岡YMCA設立にむけての協
力、ワイズメンズクラブ11クラブによる支えで運営していること
を報告しました。青少年事業における、リスク管理を担当者は
充分に心掛けるよう願います。
サンタの家の活動状況をDVDを映して観賞した。横浜Yの吉
田氏が長年にわたって支援している。タイのチェンマイに孤児
院を作り、親のない子、片親の子供を預かり、教育と生活習慣
を指導している。熱海Yでも寄付を行っています。

長谷川委員長

第2回チャリティランについて

実行委員には伊東・沼津・熱海は2名ずつ、他のクラブは各1名
を選出する。
１月中に選べないクラブは2月10日までに選出願
います。

出席者：中山・青木・森

熱海
ワイズメンズ
クラブ

ホームページ
メール

☞ http://atami-ys.net
☞ mail@atami-ys.net
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