Audere est Facere - To dare is to do

東日本区理事主題
「ワイズライフを楽しもう！そして飛躍を」
富士山部部長主題
「ワイズ活動・笑顔で参加！」
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国際会長主題・アジア地域会長主題
「とにかくやろう成せば成る」

ATAMI

THE Y’S MEN’S CLUB

OF
熱海クラブ会長主題『大いに語ろう』
郷土と子供たちの為に！

Let’s talk freely - for our hometown and out children
今月の聖句
6月例会報告
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すべての事について、感謝しなさい。これが
キリスト・イエスにあって神があなたがたに
求めておられることである。
テサロニケ人への第一の手紙

第5章18節

お誕生日おめでとう

HappyBirthday
2日 梅田邦彦君
11日 小倉幹史君

・・・・メネット・・・・
25日 若林ルミ子さん
28日 中島由美さん

Happy
Wedding Anniversary
結婚記念日おめでとう

※該当者なし

7

Vol.553

強調月間
YMCAサービス
・
ASFの月
TO ACKNOWLEDGE
THE DUTY THAT
ACCOMPANIES
EVERY RIGHT

〈例会日〉
毎月第４月曜日
PM6:30〜9:00
〈会 場〉
熱海後楽園ホテル
TEＬ.0557-82-0121

初例会おめでとうございます。

50周年をひかえて更なる活躍、ジャンプ

東日本区理事

熱海YMCA理事長

河合 重三

熱海クラブの初例会誠におめでとう
ございます。池田直文新会長さんのご
活躍を大いに期待しております。
熱海クラブは、間違いなく富士山部
の盟主であります。
私は富士クラブに属しておりますが、
富士クラブの親は熱海グローリークラブでありまして
熱海グローリークラブのスポンサーは熱海クラブであ
ります。従って熱海クラブは富士クラブのオジイサンで
あります。
6月5日の東日本区松本大会で、新年度の「熱海ワイ
ズメンズクラブ事業計画」を手渡されました。初例会が
7月25日なのに既に総会資料が出来上っているのを知
り、さすがに富士山部の盟主であり、長兄であることを
再確認いたしました。
私は東日本区第15代理事を努めることになりました。
①最大重点事業は3月11日発生の東日本大震災の支援
対策事業です。昨年度に引続いての支援対策事業で
長丁場になりますが、ご理解とご協力をお願い申し上
げます。
②横浜国際大会が成功裡に開幕し、辺りを見廻してみ
ますと会員維持増強問題が永遠のテーマとなります。
会員の増強は会員の使命感・義務感によるところが
多い訳ですが、もう一つはワイズメンがワイズ活動を
堪能している姿を見てもらうことです。ワイズメンが
ワイズライフを楽しんで満足している姿があれば街
の多くの市民は挙って参加をしてくれます。
熱海クラブの健闘を祈ります。

キック･オフおめでとうございます
富士山部部長

遠藤 利枝子

伝統ある熱海クラブ47代目会長池
田直文ワイズをはじめ熱海クラブの皆
様新年度のスタートおめでとうござい
ます。
今期富士山部部長を務めさせて頂き
ます遠藤利枝子でございます。まだま
だ若（弱）輩者でございます。多々お手数をおかけする
事もあるかと思いますが相模湾のように大きく、温かな
心で接して頂きたくお願い申し上げます。
先日の4･5日に松本で開催されました東日本区大会
ではブリテン優秀賞など受賞されおめでとうございま
す。貴クラブは毎年幾つかの賞（年賀切手収集貢献賞・
献金貢献賞・EMC-C（出席率）最優秀賞など）を受賞し
ており、さまざまなかたちで東日本区ワイズメンズクラ
ブに貢献していらっしゃいます。また会員数も多く整然
とした組織運営をなさっておられる事は手本に値する
ものと思われます。
また今期の国際交流事業主査を中島寛勝ワイズにお
願い致しました。中島ワイズは種々の才能をお持ちなの
で、その才能をお借りしまして共に愉しい富士山部運営
に努めたいと思います。スタート早々国際交流事業主
査の活躍の場がございます。期待しております。
今後ともご支援、ご協力を受け賜りますようお願い申
し上げ、熱海クラブの益々のご発展と皆様のご健勝を
お祈りし、新年例会のメッセージとさせて頂きます。

熱海ワイズメンズクラブ

竹内 敏朗

1963年12月15日、約2000名のワ
イズメン、ＹＭＣＡリーダーが参集、熱
海富士屋ホテルで当時としては、まさ
に空前絶後のチャーターナイトを開催
した熱海ワイズメンズクラブは2年後
には創立50周年記念大会をを迎える
事になる。 BE WELL PREPARED そなえよ常に･･･。
会長池田直文君を中心に新会員の増強、会員相互の親
睦を深め名実共にYMCAを支え、地域社会に奉仕活動
を展開するクラブとして更なる発展を切に希望致しま
す。会員数も念願の50名を達成し、第20回日本区大
会開催、当時100万ドルの夜景と云われた景観を伊豆
箱根丸をチャーターし完成したばかりの斉藤記念館を
御殿場東山荘へ案内、1975年7月13日より3泊4日熱
海ニューフジヤホテルをメイン会場として開催された第
51回国際大会には海外、国内併せて1200名のワイズ
メンが熱海市に集合、2日目には逢々アメリカラスベガ
スより1年契約で麗峰で展開していた LASVEGAS on
ICE を出席者一同にお見せし、本場アメリカでもなか
なか見られない豪華なアイスショーを日本で見られた
と拍手喝采を受けたものです。アミテック青木義美君
のお父さんがジュータンでカバーしたステージのアイス
が溶けてはいないかとステージの脇でカーペットをこっ
そりとめくり、たしかめていた姿が強く印象に残ってい
る。生涯現役、日々努力、ワイズメンを通しての出会い、
感動を大切に、新しい道の開拓に出発しましょう。名実
共に日本No.1の熱海ワイズメンズクラブになろうでは
ありませんか。 DO YOUR BEST.

合 同 記 者 会 見

A副会長

田中 秀宝

7月5日、午後1時30分より、
ＹＭＣＡセンターにおい
て、恒例の合同記者会見を開催する。今年度はグロー
リークラブのホストにて進められ、両クラブとも各事業
内容が述べられた。我クラブは新規事業である、年賀ハ
ガキコンクールの詳細に力点を置いて説明を行う。その
他においては、報道関係者から、他のボランティア団体
と統一的な事業をしてみたらどうかとの提案があり、今
後の検討課題とすることで話を閉じ、合同記者会見は閉
会した。

『 環境キャンペーン 2011夏 』開催
本年も、電気使用量チェック（8・9・10月）を行いま
す。身近なところから省エネに励みましょう。
一人でも多くの方が参加してくださいます
よう、よろしくお願いいたします。

金婚式を迎えて

会長

プログラム会報委員

池田 直文

熱海クラブの第47代会長として一言
ご挨拶させていただきます。このとこ
ろ、委員会の開催が以前より少ない気
がいたします。ベテラン委員長さんや
役員で何でもこなしてしまうのは結構
なことですが、クラブとして如何なもの
でしょう。クラブの楽しさは多くのメンバーでワイワイ
と意見を交わし、事業を遂行することではないでしょう
か。会長主題として掲げました『大いに語ろう』郷土と
子供たちの為に！は、クラブライフを楽しむため語り合
うこと、そしてそれが子供たちの事、郷土のこと、そんな
クラブを今年度は目指したいと思います。
また、今年の3月11日に起こった東日本大震災は、い
まだ大きな傷跡を残しております。復旧に向けてこれか
らも支援を続けていかなければなりません。会員の皆
様にはいろいろとご支援をお願いしなければならない
ことが多々あるかと存じますが宜しくお願い致します。
そして今年度の新規CS事業と致しまして、中学生対
象と致しました「年賀葉書コンクール」を行いたいと
思っております。お年玉付き年賀葉書の記念切手を集
めているワイズメンズクラブにふさわしい行事ではない
かと思っております。
あれこれやりたい事は山ほどありますが、何分にも私
一人では何も出来ません。幸いにも我が熱海クラブには
才能あふれる人たちが沢山おります。メンバーの皆様の
力をお借りして、一年間とにかく走り続けて参りたいと
思います。皆様宜しくお願い申し上げます。

森 重男・メネット一恵

6月例会でお祝いをして戴き有り難う御座います。50
年の歳月がいつの間にか過ぎた、ということが実感で
す。
半世紀と言い換えると、永い年月であり、まさにさま
ざまな想い出が有ります。
昭和36年5月に結婚式を挙げ北海道へ新婚旅行に、
当時では、海外旅行があまり無い頃で初めての飛行機
でありました。そのころの記録で平均寿命は男子65.3
歳、女性70.2歳ですから、金婚式を迎える人は稀で
あったと思います。
前年のＳ35年秋に伊勢湾台風が襲来して、狩野川の
氾濫、家屋の流出等5000人の死者と57万戸の家屋被
害を出した大きな災害がありました。
当時の世相は高度経済成長に向い、39年の東京オリ
ンピックに向けて高速道路の建設やインスタントラーメ
ンが初めて世に出た頃です。
結婚から14年目39歳の時にワイズ入会の縁ができ
て、以来36年の永いワイズライフを仲間と共に過ごせ
た事が人生の最大の出来事であります。
入会から10年目で会長を務め、グローリークラブの誕
生があり、20周年目を期に多くの先輩と分かれて新生
熱海クラブのスタートの年で有りました。
家庭では長男、長女の子育て、これはメネットまかせ
で今は、孫が4人居り、それぞれ目標をもって学業に進
んでいます。これからも、ワイズの仲間と一生涯おつき
あいできるよう、二人
で健康に気をつけて暮
らして行きたいと思い
ます。

金婚式
副書記

西川 正

まずはお祝いの盾有り難うございま
す。考えてみますと熱海クラブでは、数
年前に故一藤木先輩が頂いて今年度森
ワイズと私と2人がいただきました。
50年よくぞ我慢をし、私に協力して
くれたと妻に感謝、感謝。
書記が 写真を写しに行きましょうか？次 期副書記
（記録写真）の立場ですので自分で写しますと断りまし
たが、25年前の盾を参考にし、ああしようか、こうしよ
う、なかなか良いポーズ出来ないがまあまあの写真が
できた？
25年前と比べてみると人生の貫禄、加齢（しわ）が増
えたのが分かる。この先何年一緒に生活が出来るか分
からないが、まず身体に気をつける為先生の言いつけ
を守ります（言いつけはないしょ）。
次年度も対象者が居るようですが、これからも大勢
のメンバーがお祝いを頂けるように長生きし、青少年の
為にワイズ活動に励みましょう。

＊富士山部会・親睦会…10月23日㈰
＊東日本区大会…6月2日㈯・3日㈰ 伊東
スケジュール表に記入を！

結婚25年、銀婚式と言われても
直前会長

橋本 一実

平成23年6月例会において僭越なが
ら銀婚式のお祝いとして記念プレート
を頂きました。結婚は早かったのであ
まり実感というものが湧きません。しか
し、森先輩と西川先輩が金婚式を迎え
られ、さすがに金婚式は凄いなと思う
のと、やはり金婚式はおめでたいと思うのですが、銀婚
式ではまだまだといった感じではないでしょうか。やは
り銀より金ですね！
妻とは高校の同級生で、高校時代も3年間同じクラス
でしたので、30年以上の歳月を共にしているのだなと
考えると感慨深いものがあります。そして、それにしても
子どもたちの成長の早さに驚き、長男はすでに成人し
大学生ですが、来年は長女が成人式を迎えます。
「お父
さん結婚します」なんてもしも言われたらどうしたらい
いのか。銀婚式を迎え、こんなことを考えながら過ごす
今日この頃です。
皆さまありがとうございました。

Let’s talk freely - for our hometown and out children

所信表明

2011年度 7月初例会プログラム
日
会
受
司

時・・・7月25日（第4月曜日） 18時半 例会開会
場・・・熱海後楽園ホテル
付・・・森 重男君・浅野祥司君
会・・・後藤軍治君

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.来賓祝辞
1.富士山部部長公式訪問挨拶
1.食前の祈り
1.乾杯
1.会食
1.富士山部各クラブ会長挨拶
1.感謝盾贈呈
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
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●熱海クラブの西川ワイズが、会計に就任
●第3回チャリティランは、10月15日東山荘
直文君
康一君
員
愼介君
直文君
直文君
邦彦君

遠藤利枝子様
深澤 勇弘君
小松 巖君

●第26回中学生英語スピーチコンテストは11月5日
於／あたみ起雲閣
●本年度の会員目標は400名
●東山荘より
＊震災地から学生を夏休みキャンプに招く
＊9月11日にチャリティランのユース整備の清掃
作業を行う

池田 直文君
各担当委員会
司 会 者
親睦委員会
各担当委員会
田中 秀宝君
池田 直文君

第１回 役員会報告
平成23年7月4日㈪ 19時〜
出席：17名

YMCAニュース（7月理事会より）

於：メルヘン

●報告事項
1.合同記者会見の件（担当：グローリークラブ）
7月5日㈫13時30分〜 於：熱海YMCAセンター
1.新旧役員慰労会の件
7月6日㈬18時30分〜 於：玉の湯ホテル
1.初例会プログラム・準備・備品確認の件
7月25日㈪18時30分〜 於：熱海後楽園ホテル
1.サマーキャンプの件
7月30日㈯〜31日㈰ 一泊二日 於：姫の沢自然の家キャンプ場
説明会7月10日㈰11時〜 於：熱海YMCAセンター
1.他クラブ初例会出席の件
8日）富士・富士宮・静岡（合同） 11日）伊東 14日）横浜
14日）沼津・三島・御殿場（合同） 15日）下田
20日）湯河原
27日）
グローリー
●承認事項
1.新旧役員慰労会予算案の件...................................... 承認
1.サマーキャンプ日程・予算案の件 ............................... 承認
1.初例会メネット無料招待の件 .................................... 承認
1.卓話者・同伴キャンペーン二次会参加費クラブ負担の件 ...... 承認
1.ＣＳ事業 年賀葉書コンクール 開催における会長・担当副会長・
ＣＳ委員長一任の件 ................................................ 承認
1.暑中見舞い広告（熱海新聞・
Ｉ
ＫＣ）掲載の件 .................... 承認
1.移動例会3回の件（2月はTOF）
・東日本大震災義援金の為に
もう1回追加 計4回.............................................. 承認
1.初例会時に贈呈する感謝盾製作の件 .......................... 承認
＊終了後 懇親会

6月 最終例会報告
会計

鈴木道夫

平成23年6月27日㈪ 橋本一実年度最終
例 会 は 湯 河 原 クラブ 北 村 会 長 、森 一 恵メ
ネットを迎え、6月20日に逝去された澤口
恒康元会員への黙祷にて開会し、市議から県議へ展開し大震
災に対処している激動の年を滅私にて活動する橋本会長が
「ワイズ活動の1年間を振り返っての回想と会員への感謝の言
葉」にて挨拶を行った。ブリテン賞優秀賞･ＣＳ年賀切手収集貢
献賞など東日本区表彰伝達を会長から各メンバー･委員長へ
行い1年間の活動に対しあらためてメンバーに感謝申し上げ
た。
この最終例会では橋本一実夫妻の銀婚式祝い、森重男夫
妻と西川正夫妻の金婚式祝いを行い、肖像写真盾を贈呈致し
ました。3カップルを見るとメンバー一同、是非とも銀婚式・金
婚式を挙げたいと感じた次第です。
スマイルも1年間の総決算を行い、話題を提供した栗本・岸・
鈴木恵次ワイズのベスト3表彰があり、本年度にて退会する中
村欽一ワイズの感謝の挨拶は青少年事業に対する熱海ワイズ
の思いが込められており、
メンバー一同感謝とメンバーを失う
寂しさを感じました。
1年間の活動を労う池田Ａ副会長の閉会の言葉に続き、万感
の思いを込めた橋本会長の閉会点鐘に続いて橋本会長より池
田次期会長へのギャベルの引継ぎ式･新旧四役バッジ交換を
行い、最終例会を閉会した。
閉会後、開催された定時総会では次年度事業計画及び予算
案が承認され、又、例会場の変更が承認されました。長く利用
させていただいたニューフジヤホテルに感謝申し上げ、
今後お
世話になる後楽園ホテルに期待いたしたいと思います。

●次回 第2回役員会 8月2日㈫ 19時30分〜 於：ワイズ事務所

8月例会担当予告
受

付 内藤一郎君

同

上 栗本治郎君

司

会 小林秀樹君

信

条 山崎英史君

例会日／8月22日
聖 句 朗 読
開会の祈り

村瀬善之君
食前の祈り 岸 昭秀君
閉会の言葉 松井清一君
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