
●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
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4月例会報告 BF基金スマイル YMCA基金

“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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療養議員
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1名

44名
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1名
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計47名

97.7％

3月メーキャップ
4月メーキャップ
3月出席率

45,000円

465,000円

3,229円

39,723円

切手

累計

0ｇ

 0ｇ

現金
累計

38,000円
490,000円

1名
1名

100％

4月

４月

累計

４月

累計

しかし上からの知恵は、第一に清く、
次に平和、寛容温順であり、あわれみ
と良い実とに満ち、かたより見ず、

偽りが無い。

ヤコブの手紙　第4章 第17節

中島会長と佐藤油店･佐藤秀幸様

 6日 栗本 治郎君  　7日 二見 康一君
13日 浅野 祥司君　

18日 大沢 寿美子さん　25日 森　一 恵さん

4日 小原 進一君・衣鈴さん
7日 田中 秀宝君・由紀子さん
20日 池田 直文君・君子さん
23日 中島 寛勝君・由美さん

○メネット○

7日 齊 藤　栄君・淳子さん
8日 石村 孝治君・なおみさん

20日 後藤 軍治君・順子さん
28日 森　重 男君・一恵さん

出 席 率



2010年4月13日㈫ 13時半〜15時
 於 ：熱海YMCAセンター
担　　当：熱海クラブ
司　　会：青木義美
議事進行：熱海クラブ次期会長 橋本一実

熱海ワイズ現会長挨拶 ..............中島寛勝
湯河原クラブ挨拶 ....................福井　巌
グローリー現会長挨拶 ..............二見　厳
熱海ワイズ次期会長挨拶 ..........橋本一実
グローリー次期会長挨拶 ...........勝又隆吉
熱海･湯河原･グローリー各クラブ6役自己紹介

◆主題及び事業方針発表（熱海･湯河原･グローリー）
◆主だった行事計画発表（各クラブ）
◆第13回東日本区大会登録状況（4月13日現在）
　熱海13名･湯河原2名･グローリー11名
◆横浜国際大会登録状況
　熱海9名･湯河原2名･グローリー26名
◆湯河原クラブ現状
　2名減の9名で次期も北村会長で活動予定

〈合同行事確認〉
◎7月6日㈫　熱海・グローリー合同記者会見（センター）
　担当：熱海クラブ
　熱海新聞･伊豆毎日新聞･伊豆急ケーブルネットワーク
　当日：事業計画書（グローリー分20＋記者分3用意）
◎10月18日㈪　3クラブ合同例会　19時開会
　（ウェルシティー湯河原）　担当：湯河原クラブ
　参加人数は1週間くらい前までに連絡
◎正月新聞掲載広告…従来通り各々で
◎YMCA行事確認
◎ブリテン交換数…湯河原は皆メールで見られるので
　中村書記へ1部のみ、グローリーは人数分（32名分）渡す。

【出席者 計13名】　〈熱海クラブ〉 橋本･青木･池田･田中･中島
･西島･札埜　〈湯河原クラブ〉 福井　〈グローリー〉勝又･鈴木
健之･江間･藤間･二見巌　

　4月29日㈭ 御殿場東山荘へ向かった。ゲリラ雨やら、
箱根は暖房かけながら、そして御殿場は晴天というおか
しな陽気の途中の天気であった。熱海クラブからは橋本
次期会長、森・青木YMCA運営委員の3名の参加。全
体では25名程であろうか。13時開会の後、竹内理事長・
鈴木富士山部長・長谷川実行委員長・東山荘大和田所
長、佐久間副所長と挨拶を頂いた。大和田所長は熱海
では山梨Yキャンプで超顔見知りの方でこの4月より山梨
Y総主事より配置換えで着任されたそうです。心強い限り
です。
さて各担当より各種説明や質問事項で内容は豊富であっ
た、約1.5時間の会議の後1.6㎞のコースを直接皆で歩

　春風薫る4月半ば、有楽町公民館に於
いて中島年度の第2回『YY談義』が開催
されました。
　東日本区に出向している栗本ワイズ、小
原ワイズをパネラーに迎え、会は始まりま
した。両ワイズにより東日本区の現状、並

びに、課題点などを説明していただきました。
　東日本区大会、世界大会を目前にひかえているだけ
に、話の内容は両大会に関するものが多くなりました。
　特記すべきは世界大会への参加呼びかけであり、“何
日に誰々が行くからもっとメンバーに声をかけよう”とい
うことでした。このことは後日役員会を通しメンバーに
FAX されました。又、鈴木ワイズの“大会だけを楽しむ
だけでなく周りの環境も楽しんでこよう”という声掛けに
心を揺すられたメンバーは少なくないようです。
　後半は熱海クラブについて話し合いましたが一番の論
点は「新入会員への紹介者の対応」についてだと思い
ます、私自身としては新入会員への紹介者のフォローが
必要ではないかと思います。同時に会員の新入会員へ
の温かいアプローチが今後の会員増大につながると考
えます。まだまだ話足りない感は残りましたが（西島ワイ
ズ？）定刻により閉会となりました。

熱海･湯河原･熱海グローリー3クラブ合同6役会報告書
次期書記　青木 義美　

第二回チャリティーラン実行委員会
YMCA運営委員　青木 義美　

第2回 YY談義
EMC委員長　西部 愼介　

いてみた。少し問題もありそうなのでもっと検討を必要と
しそうだ。その後各担当部門に分かれて更に内容の吟
味をした。11月20日㈯ が本番だが時間があるようでな
いのがイベントの共通した問題点である、次回はYMCA
総会の5月30日に決まった。チャリティーランの成功は
とにかく多勢の方が参加してくれる事なので各クラブ、各
種チームのエントリーを期待したい。閉会は予定の15時
を1時間以上も延長して盛り上がったものだった。

お年玉当選年賀ハガキ収集
１位 中 島 寛 勝 1,537枚 199,810pt

２位 安 田 克 己 280枚 36,400pt

３位 山 田 賢 一 3,400pt

４位 西 島 智 仁 3,390pt

５位 西 川　 正 3,380pt



　昨年末のクリスマス例会時に橋本次期
会長に「今後話がある」といわれた時か
らきっと何かの役が任されるであろうとの
認識はありました。
　初の委員長業務となりますが皆様の力
を借りて無事一年間を過ごせれば…と考え

ております。よろしくお願いします。

　この度、次期橋本年度に於いて広報・
会報委員長に任命されました。私自身未
熟であり不安な気持ちで一杯であります
が、任命されたからには、精一杯勤めさ
せて頂きます。何卒御指導・御協力のほど
宜しくお願い申し上げます。

　この度、YMCA・ASFに任命されまし
たが…外国語???私の中では未知の言葉
…。こんな私で良いのでしょうかね〜 ??
正直、不安な気持ちでありますが、引き受
けた以上覚悟を決めまして、先輩である鈴
木さんと中村さんにご指導をいただきなが

ら努力して参りたいと思っております。何卒、ご鞭撻のほ
どを宜しくお願い致します。

　この度、当該委員長を拝命し、いたく
恐縮して居ります。入会以来3年間、例会
以外ほとんど活動らしい活動ができず皆様
の足を存分に引っ張っていた私ですが「ひ
とつ鍛えてやろう!Y'sの考え・行動・誇り・
達成感の少しでも味あわせてやろう!」とい

うお気持ちでの人事と承知しているつもりです。私も折角
ですので今期はできるだけの汗をかかせていただこうと
思っています。しかし初委員長で至らぬ点はご容赦、ご
指導のほどお願いいたします。

　まだ入会して1年そこそこでこの度この
様な重要な役を仰せつかることになりまし
た。未だ委員会の名前すら把握しておらず
不安な気持ちで一杯です。ベテランの副
委員長並びに委員の方 よ々りアドバイスを
いただきながら進めていきます。メンバー、

メネット、コメットの皆様に喜んで参加していただける企
画を考えていきますのでメンバーの皆様の御指導・御協
力をお願い申し上げます。

　次期橋本会長より、EMCの委員長をと
電話が有りEMC??会員選考・会則研究
委員会、又??持ち前の気楽さで、まあ何
とかなるさとお引き受け致しました。橋本
会長のスローガン、絆を合言葉に新会員
獲得に邁進するぞ!!皆様の御指導・御協

力を重ねてお願い致します。

　IBC委員長は何回目かとなりますが、
BF委員長は記憶にありません。大川前委
員長から引継ぎをしましたが、例会時の
IBC積立やBF基金の徴収と大変そうなの
で実直な津田さん、山田さんに委員を御願
いしました。既に、8月には第69回横浜国

際大会への参加と共に麗水クラブの来熱が決まっていま
す。皆様のご協力を宜しくお願い致します。

　今年のサマーキャンプは何年かぶりに
熱海の少年自然の家を飛び出し、富士山
ＹＭＣＡグローバル・エコ・ヴィレッジにて、
2泊3日のキャンプを実施いたします。私
自身、少年自然の家のキャンプしか経験
がないので、少し緊張気味ですが、スキー

教室共々、精一杯の努力を致しますので諸兄のアドバイ
スやご協力をよろしくお願い致します。

　4月に入っても寒いは雪は降るはでまだ
まだ冬?かと思えば、暖かい日もあり身体
が参ってしまいますね。そんな中、定刻通
り森重男ワイズの司会により4月例会が開
会されました。今月は卓話に佐藤秀幸様
をお招きして椿油についてお話しをして頂

きました。椿は英語でカメリアって言うんですね、一つお
利口になりました。天ぷら油として使用した場合は、おい
しく揚がるらしく、木材に染み込ませると反りやひび割れ
を防いでくれるらしいです。私も椿油で家族の反りやひ
びを防ぎたい!中島年度もあと2ヶ月です。次期年度も着々
と準備を進めております。中島会長、橋本次期会長頑張っ
て下さい。

次期役員に任命されて

広報・会報委員長　梅田 邦彦　

プログラム･ドライバー委員長　渡辺 亨　

YMCA・ASF委員長　小林 秀樹　

CS・TOF委員長　岸 昭秀　

親睦・メネットサービス委員長　八代 一雄　EMC・会員選考・会則研究委員長　鈴木 恵次　

IBC・BF委員長　栗本 治郎　

青少年事業委員長　深澤 勇弘　

《Ｂグループ》　副会長  田中 秀宝　

《Aグループ》　副会長  池田 直文　

4月例会だより
プログラム・ドライバー委員会　梅田 邦彦　

例会出席率100％を続けよう。
返信はなるべく早く、必ず出そう。



6月例会担当予告　例会日6月28日㈪
CHARTERED.DEC.15.1963

受　　付
司　　会
信　　条
閉会の言葉

山田 賢一君 ・ 渡辺　亨君
鈴木 道夫君
山崎 英史君
橋本 一実君

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 一大川 貴久君

田中 秀宝君
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

第11回 役員会報告
〈日　　時〉 平成22年5月3日㈪　PM7時30分開会
〈会　　場〉 ワイズ事務所　司会：A副会長 橋本一実
〈会長挨拶〉 中島寛勝

1.東日本区大会登録の件 ........................................報告
　6月5・6日に山梨県富士吉田市にて開催。現在迄の参加申込み者数：14名
1.1・5（イチゴ）募金の件 ..........................................報告
　4月例会迄の総額17,269円の献金協力、有難う御座いました。
1.第2回チャリティーラン実行委員会の件 .......................報告
　4月29日㈭ 御殿場『東山荘』にて第2回実行委員会を開催。出席者：橋本・青木・森
1.富士山部次期クラブ役員研修会の件 .........................報告
　5月15日㈯ 熱海YMCA青少年センターにて開催。
1.富士山部第三回役員会・評議会開催の件 ...................報告
　5月23日㈰ 熱海YMCA青少年センターにて開催。
　出席義務者：中島・小原・橋本・栗本・若林

〈議　　題〉　議長：中島寛勝
1.5月例会開催の件...............................................承認
　5月24日㈪ pm6:30～ ニューフジヤホテルにて開催。
1.5月例会プログラムの件........................................承認
　5月例会プログラム等を審議。
1.国際大会登録の件..............................................承認
　8月5日～8日に『パシフィコ横浜』にて開催。現在迄の参加申込者数：17名
　5月以降の申込者には会より30,000円補助（自己負担金：25,000円）
　メネットもメンバーと同額を補助する事とした。
1.新旧役員慰労・激励会の件....................................承認
　橋本年度事業として7月初例会前に実施を決定。
1.ＹＹ談義開催の件 ..............................................承認
　4月13日㈫ 有楽町睦会事務所にて16名の参加で開催。決算書を審議。
1.お年玉年賀ハガキ上位収集者表彰の件......................承認
　6月最終例会にて表彰、予算書を審議。
　1位：中島・2位：安田・3位：山田・4位：西島・5位：西川

〈報告事項〉

日　 時　　5月24日 ㈪
会　 場　　熱海ニューフジヤホテル
受　 付　　伊藤 哲也君 ・ 一藤木 俊夫君
司　 会　　石村 孝治君

2010年度 5月例会プログラム

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.卓話 『お客様目線の営業』
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

中島 寛勝君
中山 良雄君
全 員
澤口 恒康君
中島 寛勝君
中島 寛勝君
若林健一郎君
室伏　勲君

佐藤 敏光様
担当委員会
親睦委員会
担当委員会
担当委員会
橋本 一実君
中島 寛勝君

会　　　長

会　　　長
会　　　長
書　　　記

A 副 会 長
会　　　長

ワイズ自分史

　1984年グローリー創立の年、森Ｙ年度
の10月に6人の仲間と当時としては高齢入
会だといわれた46才で入会して早26年で
す。入会2年目のクリスマス会でクラブの
BF代表として台中クラブへ初めて訪問し、
その次の年にYEEPで台中クラブのコメッ
トの受入れに必要なブラザー締結書にサ

インをしたのが先の台中創立40周年記念誌に私の名があ
るのはその為です。
　当時は海外との交流が盛んで、台中、麗水、その後の釜
山アルファと毎年訪問していました。ことに会長年度には台
中・麗水との締結25周年にあたり、合同例会、周年祝賀
会と両クラブへの訪問、来熱とIBC交流の多い年でもあり、
何度も成田、羽田へ通いました。
　先月号のこの欄に津田Yがベテランならではの昔と最近
のクラブの状況を書いていましたが、私も同感です。自分
年度の事で恐縮ですが、13の委員会が年間230回の委員
会開催を元に59の事業を消化しました。それも苦ではなく
楽しみながらやっていました。
　以後、事業も諸般の事情で1つ減り2つ減りでその後はマ
ンネリ化した感があります。しかし新しいメンバーは昔を知り
ません。それを知るメンバーが少しずつでも助言しつつリー
ドしていければと思います。とにかく出席参加することです。
そこにワイズ仲間意識の向上と楽しさを味わえます。しかし
現役でばりばり仕事をしている人は無理をしない事、少しの
余暇にチョット顔を見せるだけで参加した気分になります。
　栗本君曰く「1に仕事、2に家庭、3にワイズ」そして「楽
しくなければワイズじゃない」。
次期は新しい委員長が揃いました。基本をふまえ、ベテラ
ンを交えた委員会の中で今までにない事業を企画発案して
熱海クラブを変えてみませんか!私も○と遠出以外は出来る
限り協力させていただきます。
楽しいワイズライフを送りましょう。
私も「自分史」にならないでゴメンナサイ。

会報委員会　中山 良雄　

青木 義美
青木  優子
池田  直文
大川  貴久
小原  進一
栗本  治郎

１.
２.
３.
４.
５.
６.

熱海ワイズメンズクラブ　 ホームページ  http://atami-ys.net　　メール  mail@atami-ys.net

後藤 軍治
鈴木  恵次
中島  寛勝
西島  智仁
橋本  一実
二見  康一

松井  清一
森　  重男
（5/13 14名）

７.
８.
９.
10．
11．
12．

13．
14．

青木 義美
青木  優子
池田  直文
石村  孝治
大川  貴久
小原  進一

１.
２.
３.
４.
５.
６.

岸　  昭秀
栗本  治郎
小松  　巌
鈴木  恵次
中島  寛勝
西島  智仁

橋本  一実
札埜  慶一
二見  康一
松井  清一
森  　重男
（5/13 17名）

７.
８.
９.
10．
11．
12．

13．
14．
15．
16．
17．

第69回国際大会出席者　2010.8/5･6･7･8

第13回東日本区大会出席者　2010.6/5･6

静岡中央銀行 支店長




