橋本 一実

池田年度ドッジボール委員長に任命
されました。
皆様ご協力のほど何卒宜しくお願い致
します。
少子化の進む中で参加チーム数の心
配もありますが、学校行事と日程が重
ならないように注意しなくてはなりません。ドッジボー
ルは、もちろんプレーしていても楽しいスポーツですが
応援など観戦していてもついつい熱くなり、どの年代の
方も楽しむことができるスポーツです。工夫やメンバー
の皆さんのご協力次第ではさらに魅力アップが図れる
と思います。エキジビションとして子どもたちの親やお
じいさん、おばあさんにも参加していただき1試合だけ
やっていただくとか、、ちょっと、無理かな～。
今まで行われた大会を振り返ると、メンバー全員が
審判員として参加できるようにもう少しルールについて
メンバーが予習をしなくてはなりません。今回は是非、
メンバーの審判研修も兼ねて、親睦委員会さんとも協
議してワイズメンバードッジボール研修（競技会）をで
きれば行いたいと考えています。日頃のストレス発散と
健康維持のためにいかがでしょうか。
会長のお役から解放されてやる気満々の私、是非皆
様のご協力を宜しくお願い致します。
「全力疾走」のドッジボール委員会！頑張ります！

次期YMCA・ASF委員長に任命されて
グループ

小林 秀樹

引き続きYMCA・ASF委員長に任命
されました。この一年間先輩方に教え
られながら努めて参りましたが甘える
ばかりで本来、発揮できたかは…。今期
の任命でまたもや不安な気持ちであり
ますが〝考えずに、行動するのみ〟の私
の性格でありま
すので何卒ご指
導ご鞭撻を頂き
ます様宜しくお
願い申し上げま
す。

次期青少年事業委員長に任命されて
グループ

深澤 勇弘

この度、池田次期会長より青少年事
業委員長に任命されました。
メンバーの皆さんのご協力をいただ
きながら、子供たちの思い出に残るサ
マーキャンプ、
スキー教室を行いたいと
思います。
二期続けての委員長となりますが、気持ち新たに一年
間頑張りたいと
思います。
どうぞよろし
くお願い致しま
す。

次期親睦･メネットサービス委員長に任命されて
グループ

村瀬 善之

次期池田会長さんより、親睦委員長
に任命され、驚きと不安でいっぱいで
す。
まだ入会させていただいてから２年
しか経っておらず不慣れでわからない
ことばかりなのですが、経験豊かな大
先輩である大澤さん、後藤さん、中山さ
ん、山田修司さんにいろいろ教えていただきながら１年
間頑張っていき
たいと思います。
メンバーの皆様
の御指導・御鞭
撻よろしくお願
いいたします。

東日本大震災
支援活動報告
◆ワイズメンズクラブ国際協会東日本区へ

義援金 100万円を振込みました
◆静岡県共同募金会熱海支会へ寄託しました

3月24日街頭募金 104,921円
例会での浄財
41,837円
合計：146,758円
橋本一実
田中秀宝
岸 昭秀

会長
B副会長
CS委員長

4月28日
社会福祉協議会にて

『次期全委員会事業計画検討発表会･全体会』
次期書記 梅田 邦彦
開催しました
平成23年4月26日 熱海YMCAセンターの予定で
したが、ダブルブッキングで急遽YMCA事務所にてとり
行いました。次期各委員長さんの熱意ある事業計画の
おかげで、無事に各委員会事業計画書をとりまとめる
事が出来ました。心より感謝申し上げます。

後藤メネット順子さんのご冥福を心より
会長 橋本一実
お祈りいたしております
故 後藤順子さん(享年69才) 第25代熱海クラブ会長を
務めた後藤軍治ワイズのメネットとして、今日までクラブを
お支えいただきましたことに心から感謝申し上げます。
突然の訃報には驚きました。今でも我がクラブにいつも
の優しく穏やかな笑顔で例会やクリスマス家族会に参加し
てくだった姿が思い出されます。軍ちゃんは大丈夫! 私たち
メンバーが必ず支え守ります。心からご冥福をお祈りし、哀
悼の意を捧げます。ありがとう順子さん。

Strong ties & Enjoy the wonderful club life!

次期ドッジボール委員長に任命されて
グループ

2011年度 5月例会プログラム
日
会
受
司

時・・・5月23日（第4月曜日） pm 6:30 例会開会
場・・・熱海ニューフジヤホテル
付・・・安田克己君・草柳義則君
会・・・森 重男君

1.点鐘
会
長 橋本 一実君
1.聖句朗読・開会の祈り
小原 進一君
1.国歌斉唱・ワイズソング
全
員
1.ワイズの信条
石村 孝治君
1.会長挨拶
会
長 橋本 一実君
1.ゲスト・ビジター紹介
会
長 橋本 一実君
1.書記報告
書
記 青木 義美君
1.食前の祈り
西川
正君
1.会食
1.委員会報告
各担当委員会
1.卓話「熱海っこの輝く未来のために今からできる事」
AJLS（あたみジュニアライフセービング）実行委員会
浜里 正樹様
1.誕生日・結婚記念日祝
司 会 者 森
重男君
1.スマイル
親睦委員会
1.出席・スマイル・基金報告
各担当委員会
1.閉会の言葉
B副会長 田中 秀宝君
1.点鐘
会
長 橋本 一実君

第11回 役員会報告
平成23年5月6日㈮ 於：ワイズ事務所
参加者：13名 欠席：岸・梅田・田中・浅野・札埜
●報告事項
1.5月例会の件
松本東日本区大会の件（6月4・5日）メン7名・メネ1名
橋本・青木・青木メネ・小原・鈴木道・池田・梅田・西島
参加者の交通費補助、ジャンボタクシー全額・小原車1万円・
青木車2万円補助 ................................................ 承認
1.メネット親睦会の件（5月12日）メン6名・メネ5名
小松・中山・津田・栗本・西部メネット参加
1.ＹＭＣＡ総会の件（5月29日13時センター）
制服製作中間状況…色・素材・形が決定しないと最終価格出な
い。5月10日に橋本会長他EMC委員会にて細部打合わせ。
1.東日本大震災義援金届
1.第3回富士山部評議会（5月22日） 今期は橋本・池田・青木が
出席、次期は当日ＡＭ予定（募集は後日）
1.次期委員会関係 7月30日・31日ＹＭＣＡキャンプ（姫の沢にて）
●審議事項
1.国際交流協会会費 22年度分（6,000円）未納なので至急会計
より払う
1.熱海YMCA会計依頼の件
次回最終役員会 6月2日㈭ 19時〜 善作（村瀬ワイズの店）
会費￥4,000− 今期役員会の打上げとさせて頂きます。
（出欠
席案内は後日出します）
●今月の予定
9日㈪ 会報委員会
10日㈫ EMC委員会
12日㈭ メネット会
16日㈪ 会報委員会
19日㈭ 親睦委員会
22日㈰ 富士山部役員会・評議会（富士宮）
23日㈪ 5月例会
29日㈰ 熱海YMCA総会 13時（センター）
6月2日㈭ 最終役員会

6月例会担当予告

2011年4月7日㈭

於：熱海YMCAセンター

記録：総務 森

■竹内理事長あいさつ
この度の東日本大震災で被害を被った方々に心からお見舞い申しあ
げ、お亡くなりになられた方のご冥福を祈り、黙祷を捧げたいと存じます。
全員で黙祷。
■担当理事報告
［末吉前委員］新年度4月から後任として、向井信男君を紹介致します。
［向井委員］伊東クラブ、元会長の向井です。これから2年間宜しくお願い
します。
［土屋委員］下田クラブ小規模授産所「すぎの子作業所」を訪問。食事会
を通じて子供たちと交流し、楽しいひと時を過ごしました。
［藤井委員］3月までの22年度教室関係の収支報告書を提出しました。
〈収入〉パソコン教室 31,000円、書道教室 9,000円
ピアノ教室 128,600円、俳句教室 25,903円
合計 194,503円（支出明細は別紙）
会場利用申し込みは3団体から新規利用の申し込み有り、
承認しました。
［高橋委員］引き続き維持会員の募集行っています。
鈴木健委員 会員増強、3月末で全クラブ入金済み、総数343名
江間委員 （内メンバー270名）
［井堀委員］ファミリーニュースを5月総会前までに発行します。
［赤池委員］遠藤次期部長と出席、3月の合同例会は中止し、富士宮の他
の奉仕団体と共に震災被害者への支援物資として、富士宮
焼きそば5,000食他を提供しました。
■総会の準備について
5月29日㈰ 11時から理事・運営委員会、13時から早期、14時から
第2部「トリバンドラムYMCA訪問記」、長谷川委員・宝田部長の卓話。
■新年度主な事業の日程
第3回チャリティランについて…23年10月15日㈯ 御殿場東山荘
［長谷川実行委員長］3月初旬から三菱関連企業に協力のお願いに巡回
しています。その後の震災の様子が落ち着いて来ま
したら更に後援依頼等に出向きます。
第26回中学生英語スピーチコンテスト…23年11月5日㈯ 熱海起雲閣
生徒数によっては午前10時開会も視野に入れる。 定員40名とするか
検討。
■その他
［宝田部長］東日本区から東日本大震災の支援物資拠出の依頼があり、
各クラブ会長へ協力を依頼しました。
［勝又Ｇ会長］静岡新クラブ設立へ向けて、準備が進んでいます。5月設立
総会、6月チャーターナイトを予定しております。
［総
務］22年度事業報告の未提出クラブは至急提出を願います。
次回の予定…5月理事運営委員会は第1木曜はなし。5月29日総会前の
11時から行います。6月理事運営委員会は第1木曜はなし。

江間委員
鈴木委員

1月
4月 例会だより
青少年委員会

山﨑英史

震災から45日が過ぎ、計画停電の影響も、今現
在は落ち着き４月例会会場も、ニューフジヤで行う
事が出来ました。
委員会報告では、正式に麗水ＩBC訪問の件が見送りと発表も有りまし
た。卓話では、松田美夜子様が、熱海活性化の為にと、資源リサイクルの
話や循環プロジェクトで回収できる古紙の説明をして頂きました。
８時半からは、臨時総会が行われ、４月例会は無事終了いたしました。

例会日／6月27日

受

付 山田賢一君

聖 句 朗 読
開会の祈り

同

上 八代一雄君

司

会 中山良雄君

食前の祈り 西島智仁君
閉会の言葉 池田直文君

信

条 山﨑英史君

熱海ワイズメンズクラブ

YMCA 4月理事・運営委員会報告

大川貴久君
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