青木 義美
とんでもない事になってしまった…
何を血迷ったのか…
池田会長に乗せられ受けてしまったが…
ほとんどそんな心境です。それも私が大変な思いをする
ばかりでなく熱海クラブ自体も仕事量が増えるわけで
すから多くの方にご迷惑やらお手数をお掛けする事に
まずはお詫び申し上げたい。
さて次期部長が富士の漆畑ワイズで彼は東日本区で
も活躍をされている超ベテランです。その次を組織や
実態も良くわからない私が請け負う訳ですからこの落
差は追って知るべしであります。大役を見境もなく受け
てしまい、そしてこの落差を考えれば来年1月頃始まる
人事構成を含めた準備作業まで食事がのどを通らない
日々が続きます。しかし現遠藤部長が励ましのお言葉を
くれました。
「大役こそが自分を鍛えそしてまた素晴ら
しい出会いに巡り合える」と。
この一言で痩せる思いの次々期を楽しませてもらう
確信が出来ました、どうぞ皆さんのご協力をよろしくお
願い致します。……土下座！！！

次期富士山部国際交流事業主査抱負
大川 貴久
次期、富士山部国際・交流事業主査を務めることに
なりました。さて国際・交流事業とはTOF・BF・EF・
IBC・DBCの5つの事業を統括します。ここで私ももう
一度認識をしながら説明してみます。
【TOF（タイム・オブ・ファスト）】 世界の飢餓に苦しむ
人々を覚えるため、ある月のクラブ例会の食事を抜き
にしてその分を献金するプログラムです。
【BF（ブラザーフッドファンド）】 BF代表にはフルグラ
ンド
（全額補助）
とパーシャルグランド
（一部補助）の2種
類があり、国際から旅費を支給されて他の地域を訪問し
ます、その旅費はBF基金として現金や使用済み切手の
換金によって賄われます。
【EF（エンダウメント・ファンド）】 国際ワイズダム発展
のための特別な基金。記念すべき出来事、行事または個
人の慶弔時などの折に、
しかるべき額（US＄100以上）
の寄付をすると、寄付者名とその記念事項は国際が永
久保管する「ゴールデンブック」に記帳される。
【IBC（国際兄弟クラブ）】 クラブが外国の特定クラブ
と兄弟縁組を行い永続的な交流を続ける事。
【DBC（国内兄弟クラブ）】 日本独自のプログラムで日
本区が東西に分かれてから、
より活発になったと言われ
ています。東西のクラブ間での締結が本来の趣旨です

が、東日本区内でのクラブ同士の締結もあります。
以上5つの事業内容を簡単に羅列してみました、今考
えて見ると大変な事業主任を引き受けてしまったんだ
と驚いています。一年間、富士山部と熱海クラブの架け
橋になるよう頑張りたいと思います。

次期B副会長抱負
西部 愼介
去る1月例会において、次期会長の田中ワイズより次
期役員が発表されました。私はB副会長に指名されま
した。微力ではありますがクラブの発展と運営に全力を
尽くしてまいりたいと思います。Bグループ担当ですの
で青少年事業・YMCA・CS・TOF・親睦メネットサービス・
ドッチボール委員会等の元、次期田中会長を全力でバッ
クアップしてまいりますのでワイズ会員の皆様のご協力
をよろしくお願い致します。

次期副書記抱負
栗本 治郎
今期は、スタート早々から熱海クラブにとっては、大
変不幸な出来事がつづき、クラブ全員が沈んだ雰囲気
の中でしたが、池田会長のリーダーシップの下、多くの
事業が行なわれ、特に、
ドッチボール大会での1000人
カレーや、新規事業の年賀ハガキコンテストは、予想以
上の反響でワイズらしい素晴らしい事業となりました。
この勢いのまま、次期も田中会長、深澤書記のコンビ
で、今期以上に活発なクラブ運営がなされる事と思い
ます。
田中会長の議員活動と共に、深澤書記も御鳳賛奉仕
があり、大変忙しい年となりますので、少しでも手助けと
なるよう、微力ながら副書記を務めさせて頂きます。
以前は、副書記の役割は備品、文献の管理が主でした
が、最近は、記録係が大切な仕事となっておりますので、
カメラ片手に各事業に出来るだけ参加し、会報委員会
にダメダシをされないよう、名カメラマン目指して頑張
ります。
皆さん良い写真が撮れるようご協力お願いします。

次期副会計抱負
小原 進一
田中ワイズのご指名により来年度は副会計をさせて
いただく事になりました。
ちょっと疲れ気味のような私
でも頼りにしていただき感謝申し上げます。
会計は渡辺亨ワイズです。邪魔することなく、彼のワイ
ズダム発展に多いに貢献したく頑張る所存であります。

六回目を迎える「辰」だが、一回目は何でかうれしかった様な気がした事を覚えている（多分中学に
4 4 4 4
なったからだろう）。二回目はイッチョ前に女はもう飽きたと偉そうにもったいない事を言って酒ばか
年男のひと言 りの日々。三回目は嫁さんと娘と生まれたばかりの息子と爺さんと婆さんと家の内も人が増え、世の
津田 博之
中も景気が良く、世間も一番楽しい想いをしていた様な気がする。四回目はワイズにも大分慣れて来
たが、可愛がってくれた岩下氏、中島修氏と先立たれて、つらい想いも経験した。五回目となると、世の
中と同じ、体力も気力も劣り、夢も希望もだんだん尻すぼみ。
六回目の今年、気が付けば家の内も「カミさん」と二人きり、ワイズ歴も31年間ホーム例会休む事も無く、40周年記念時の会長
もさせて頂き、口うるさい爺々となり、最近は孫達が疾風の様に押しよせて嵐の様に去って行くのと、のんびりと商売をしている
のが楽しいが、この様に紙に書いて見るとサッパリとした人生を歩いて来た様に思うが後2〜3回は「辰」を迎えるつもりです。人間
長生きしてもそうそう良い事にも出会えないが、せっかく授かった命だから後は程々に頑張っていれば神様から時々御褒美を頂け
る様なので「マイペース」でやって行きたいと思うこの頃です。

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

次々期富士山部長を拝命して

2012年度 3月例会プログラム
日
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時・・・3月26日㈪
場・・・熱海後楽園ホテル
付・・・津田博之君・山崎英史君
会・・・岸 昭秀君

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.食前の祈り
1.会食
1.次期委員会所属発表
1.委員会報告
1.誕生日・結婚記念日祝
1.スマイル
1.卓話
1.出席・スマイル・基金報告
1.閉会の言葉
1.点鐘

YMCA 3月理事・運営委員会報告
2012年3月1日㈭ 18時30分〜20時15分
於：熱海YMCAセンター 出席：20名 記録：総務 森
■ 第4回チャリティランの準備について
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前回 2 月理事会に於いて、第 4 回を実施することに決議済み。
実行委員長の任命については、次回まで保留。
実施日時は 24 年10月13日㈯ 又は 20 日㈯ にする。次回に
決定。場所は御殿場東山荘とする。
■ 年度末の準備等
◇年度末の準備、総会の日時 24 年 5月13日㈰ 13 時〜
◇第 27 回中学生英語スピーチコンテスト 24 年11月3日㈯
起雲閣を予定。
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2月 例会報告
編集部

第9回 役員会報告
平成24年3月2日㈮ 19時30分〜
出席：12名

於：ワイズ事務所

●報告事項
1.京都パレス40周年プラス1記念例会参加報告
現在14名程度の参加あり
1.熱海市社会福祉協議会評議委員について
グローリークラブと熱海クラブより1名選出とのこと
2年任期で今回もグローリークラブより選出してもらう
1.3月3日橋洗いは13時集合 ドラゴン橋 制服着用
●審議議案
1.3月例会プログラムの件 ..................................... 承認
1.東日本区大会について.......... 全員登録にするか次回検討
1.年賀はがきコンテスト事業報告・決算報告の件 ......... 承認
1.スキー教室決算報告の件 .............................. 来月提出
1.ＹＹ談義決算報告............................................... 承認
1.3月11日被災地支援物産展.................9月に委員会開催
めかぶを販売 当日7時サンデッキ集合
1.被災地児童招待事業決算について ........................ 承認
●次回 第10回役員会 4月2日㈪ 19時30分
於：ワイズ事務所
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例会日／4月23日
聖 句 朗 読
開会の祈り

青木義美君
食前の祈り 西部愼介君
閉会の言葉 松井清一君

熱海ワイズメンズクラブ

ホームページ ▶

2月27日㈪ 午後6時30分より、
熱海YMCAセンターで2月例会
が開催されました。今月はTOF例会で、食事は東日本ボランティ
アに関わってくれた洋食 宝亭 の絶品カツカレー。出席者は、卓
話として中国人留学生の徐さんをはじめ、京都パレスクラブの人
見ワイズ、湯河原クラブ・伊東クラブ会長及びメンバー、そして熱
海クラブのメンバー合わせて47名になりました。
例会プログラムの中で次年度（田中年度）の委員長発表があり
ました。指名されたメンバーはやる気満々でした。
また、京都パレ
スの人見ワイズは40周年＋1例会そして伊東クラブは第15回東
日本区大会のアピールをしました。
卓話の徐さんは、夏休みの日本ホームステイ旅行の内容と
「中
国女子大生から見た日本文化＆日本人」についての話をしまし
た。日本語の巧みな事と、青木ワイズのお宅に世話になった強運
（？）に感服。

2月卓話者紹介

青木 義美

●徐 驍 （ジョ ギョウバイ）さん
●中国 南京出身 21才

俗称 きょうちゃん

北京外国語大学から１年間長崎純心大学へ留学中。
この3月に帰国予定。
昨年8月の夏休みに１ヶ月間日本を広島から北海道まで１
人旅をした。熱海国際交流協会の紹介で熱海で2ヶ所ホー
ムステイを経験、そのうち1件が私の家であった。
帰国にあたり熱海へ再度私が招待（8日間滞在予定）
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