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今月の聖句“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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65,000円
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切手
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0ｇ
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現金
累計

46,000円
234,000円

2名

100％

また、よい地にまかれたものとは、御言

を聞いて悟る人のことであってそういう人

が実をむすび百倍あるいは、60倍、

あるいは、30倍にもなるのである。
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 4 日 詫間　 勲君　 28日 若林健一郎君

29日 大澤 光夫君

 1日 内藤 絹子さん  5日 梅田 陽子さん

  
  6 日 山田 賢一君・キョウ子さん
  8 日 青木 義美君・優　子さん

○メネット○



　戦前、戦中、戦後昭和50年頃まで、
我町内は、職人と、別荘屋敷町でした。
ざっと見わたして、初川変電所は国鉄
の官舎、総合庁舎、郵便局は大谷財
閥の別荘、八方苑マンションは三菱重
工の別荘跡、熱海中心の場所で中に入
れば、回りの騒音もなく別世界の場所、

水口園は、熱海村の村長宅、戦前まで動物園、そして
熱海唯一の発電所があった所、香林荘は、宮家の別荘跡、
前は早稲田大学寮双柿舎は、坪内逍遙拠点の場所、そ
の前の道路は、丹那トンネルから出る残土を運ぶトロッ
コ道、海蔵寺、新かど前を通り、天神町を抜け熱海湾
に残土を搬出していた道です。町内には丹那トンネルの
関係者等、かなりの人が住んでいました。このように職
人と別荘の町内会、戦後、神社の祭典が再開された時
町内の職人が力を合わせ、手造りの山車を造っていただ
きました。（現在も使用）当時の車輪は木の輪と鉄の鏨
でした。そして、方向を変えるのにテコを使用、京都祇
園祭の三鉾と同じです。山車には、屈強な職人が囲み
山車を動かしていました。当時発電機は無く、大きなバッ
テリーで、提灯と、灯しびをひきだしていました。当時
はコンテストもなく、町内はもとより、市内各所を引き回
しておりました。錦町を回り大野屋の方から、池田ホテ
ル前を通り、熱海駅まで行き、咲見町を通った事も。当
時の咲見町の道路は、石畳でした。野中通りも通った。
当時のロープの長さは、熱海一そして子供の数も一番で
した。現在は、子供の数より年寄の数の方が多いのが、
水口町の状況です。

青少年委員会／水口町町内会長　室伏　勲　

　10月21日19：30より友楽町公民館
に於いてYY談義が開催されました。
普段とは違いアルコール入りということ
で自由闊達な意見交換がなされました。
　冒頭、中島会長より「キャンプの時
三井ワイズのお陰で浜松大学より3人の
リーダーを呼ぶ事が出来た。来年もお

願い出来ると思うので、もうすこし早めに企画、準備を
して参加者を増やし、中身の濃い内容とすれば」との意
見が出されました。
　一番時間を割いたのが「チャリティーランの経過報告
と反省点」についてです。正直、新参者の私は理解で
きない点が多々ありましたが決算報告がなされていない
ということには驚かされました。
　他、連絡事項のメール代、CS新事業の検討、役員会、
部会等の報告要請など様々な意見交換がなされました。
　終盤にさしかかり池田ワイズより、ドッジボール大会
中止を受け、余った予算を市内の学校へ消毒液などの形
で寄贈してはどうか？との提案がありました。この意見に
は会場の一同が「さすが池田ワイズ」と感じたことでしょ
う。満場一致で賛成され後日役員会で諮られたようです。
　最後になりますが一番高いビールを飲む人があまりい
ないので来年からは必要ないという西部委員長の意見を
次期への連絡事項として付記しておきます。
　21：00、定刻によりまだまだ物足りない感がありまし
たが閉会となりました。
　お疲れさまでした。（参加者21名）

EMC副委員長　渡辺　亨　

　台風20号の余波を受けた10月26
日、朝からの雨、熱海クラブでは長年
続けているじゃがいもファンド事業、
当日中止するわけにはいきません。じゃ
がいもは沼津から伊東の運送会社に着
いていました。熱海着は10時30分、
集合場所は中島会長宅「季魚喜人」

駐車場、10時には中島会長、若林書記が長靴、カッパ
で待機されていました。当日季魚喜人は定休日駐車場は
広く準備万全、雨でも台風でも大丈夫でした。熱海クラ
ブでは最近青木義美ワイズ宅が配布場所でした。いつも
御迷惑をかけていましたが中島会長は今年は自宅の駐車
場と指示されました、ありがとうございます。
じゃがいもの運送車が着いた時には10数名のメンバーが
待機していました。雨の中106箱のじゃがいも、かぼちゃ
は30分位で荷下ろしする事が出来ました。11時にはほと
んどの注文者が取りに来てくれました。残った荷は中山
ワイズ、橋本ワイズ等皆様の協力で配達できました、感謝

CS委員長　西島 智仁　

です。
　じゃがいもファンドは今年で32年間継続されています。
時には満足の出来ではなかった年も有りましたが、毎年
十勝の生産者が丹精込めて作っています。今年は350ト
ン、3万5千箱が全国へ出荷されました。この収益は十
勝クラブ、とかち帯広YMCAを通し青少年健全育成に使
われています。10月26日の夕食はじゃがいも、かぼちゃ
の料理をおいしく頂きました。熱海クラブの皆様御協力
ありがとうございました。



　1977年結婚、翌年長女が生まれた
年に故石井信吉氏の紹介により入会
（外川均会長）以来、早いもので31年
が経過し今年還暦を迎える歳となりま
した。自分史を書こうと思わなければ
振り返る余裕もなく、時間に追われる
毎日が続いております。

　顧みるとワイズの経歴は長女の年齢であり、入会時は
鈴木健之Y's、故中島修Y's、故岩下Y'sなど現在のグロー
リークラブメンバー諸兄から「Yキチ」になれと洗脳され、
言われるがままに毎週毎週委員会に顔を出し、「軍ちゃ
ん」「中島洋ちゃん」など同期の仲間と酒を飲みながら
熱く語り合った毎日で、生まれた子供達3人はメネットに
全て任せてワイズ漬け状態のワイズ幼児期が10年でし
た。
　チャーター 20周年を記念しグローリークラブと分かれ
てからはYMCAキャンプ（愛する娘は後藤軍ちゃんにお
任せ）、台中交換学生（1989年山本年度）、カナダ交
換学生受入（1995年栗本年度）などコメットとともに参
加する事業が楽しく、家族の思い出とワイズの思い出が
一致する地に足を着けて歩んだワイズ青年期の10年。
　故山本美章・中村秀雄・岩本静司富士山部役員と内
藤書記・詫間会計に支えられた1996年会長時から森重
男東日本区大会実行委員長をはじめメンバー全員に支え
られて行われた40周年時の実行委員長を経て今日に至
る間は長女の結婚・孫二人の誕生・息子二人も社会人と
して独り立ちするなど家族の思い出とワイズの思い出がと
もに歩んだワイズ壮年期の10年でした。
　30年を越えた今もメンバーとして在籍できるのも、メ
ンバー諸兄の友情とメネットの支えがあってできたものと
感謝致しております。これからもメネットとともに、壮年
期の続きを（まだまだ青年のつもりで）刻んで行きたい
と思っております。

YMCA副委員長　鈴木 道夫　

江東クラブ50周年記念式典に出席して

　東京江東クラブ50周年記念式典が
10月31日㈯、錦糸町のアンフェリシオ
ンで開かれ、中島会長、西島、栗本
の3名で出席しました。
　IBCの韓国大邱クラブ、締結予定の
台湾台中長榮クラブからの出席もあ
り、総勢199名の出席者のもと盛大に

開催されました。富士山部からは、伊東・グローリー・
富士・三島クラブも出席しておりました。　
　1部の記念礼拝では、横浜国際大会のための献金がお
こなわれ、2部の記念式典は、原俊彦東日本区理事の挨
拶で始まり、江東クラブ50年の軌跡（スライド）、つづ
く永年在籍者表彰では、それぞれの年代を代表しての
挨拶がありました。江東クラブは、5人の理事を輩出し、
次期は藤井寛敏さんが国際会長に就任します。
　3部の祝会は、江東出身の鈴木東日本区事務所長の乾
杯で始まり、DBCの十勝クラブ、子クラブのグリーン、柏・
足利・ひがしクラブの祝辞につづき、2010年横浜国際
大会、13回東日本区大会のアピールがあり閉会。出席
者の式典中の映像や50年間の記録映像などを写しなが
らのエンディングは、音楽も凝っていて感心しました。
プログラム・構成・演出が斬新で、江東クラブの若さと
パワーを感じた式典でした。
　記念誌も記録だけでなく、メネット共々ワイズライフの
楽しさに溢れた、素晴らしい出来栄えでした。
　その後、中島会長に付き合いハロウィンで賑わう街中
へ社会見学に、深夜には江東クラブの超元気な若手に
遭遇して…。

会計　栗本 治郎　

　10月例会は、熱海クラブ・湯河原
クラブ・熱海グローリークラブの3ク
ラブ合同例会として、熱海ニューフジ
ヤホテルにて総勢95名、熱海クラブ
がホストで中島会長の点鐘で開催され
ました。
　過去には熱海とグローリーの2クラブ

合同だったが5年前より湯河原が参加したとのことです。
　先月の台湾台中クラブとの合同例会にも勝るにぎやか
さで、中島会長を筆頭にリラックスした中にも適度な緊
張感も、西島ワイズの歯切れの良い名司会がなごやかな
ムードにかえて進行しました。また、グローリーの二見会
長の「スピーチは短めに」の一言が会長としての自信と
私は感じました。　中島年度も早くも中盤に入り、会長と
しての貫禄が感じられ、さすが親の子、中島寛勝！
　湯河原は会員増強に努力しているとの事、熱海の両ク
ラブも、応援出来ればと思います。
　グローリーの国際大会出席者がメン・メネットで27名
と発表がありましたが、さすが熱海クラブ出のワイズメン
を感じました。

親睦委員会　草柳 義則　

　最後に私はワイズに入会して8カ月がたち、早いような、
短いような気がします。この10月例会では、誕生日祝い
をして頂き、ありがとうございます。おまけに「例会だより」
依頼のプレゼントは私にとってナンバーワンの贈り物で
す。考えるプレゼント？悩むプレゼント？
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聖句朗読・開会の祈り
食 前の祈り

〈日　　時〉 平成21年11月2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.友人・知人同伴キャンペーンの件..............................報告
　10月例会に1名参加。3月例会迄実施。
1.十勝ジャガイモファンドの件 .....................................報告
　10月26日にジャガイモ：75箱　カボチャ：31箱を完売。
1.台中クラブ40周年記念式典公式訪問の件 ..................報告
　1月24日の式典に詫間団長含む6名が参加予定。参加希望者は大川IBC委員長迄。
1.IBC・DBCへのクリスマスカード送付の件 .....................報告
　11月例会にて準備。11月末に発送を予定。
1.会長杯ドッジボール大会の件 ..................................報告
　10月31日㈯ マリンホールにて開催募集要項を市内小学校に配布。
　 15日に全体会開催。

〈議　　題〉　議長：中島寛勝
1.11月例会開催・プログラムの件 ...............................承認
　11月23日㈪pm6：30～ YMCA青少年センターにて移動例会を開催。
　プログラムを検討し承認。卓話者はプロレスラーの天山広吉氏。
1.例会皆出席者表彰の件 ........................................承認
　12月例会にて発表・表彰。予算案を審議し承認。
1.YY談義決算の件 ...............................................承認
　10月21日開催（参加者21名）　決算書を審議し承認。
1.メネット交流会の件..............................................承認
　12月13日㈰ 実施予定　実施内容・予算書を審議し承認。
1.クリスマス家族会の件 ...........................................承認
　12月20日㈰ 後楽園ホテルにて開催。実施内容･予算案を審議し承認。
1.ドッジボール大会決算の件 .....................................承認
　インフルエンザ蔓延で開催中止。メダル等の購入品決算を審議し承認。
1.手・指消毒液寄贈の件 .........................................承認
　ハンドクイックジェル200本を教育委員会を通じて市内小中学校に配布。
　 予算を審議し承認。
1.次期富士山部事業主査選出の件 .............................承認
　小松巌幹事を次期富士山部ユース事業主査に選出決定。

〈報告事項〉

日　 時　　11月23日 ㈪
会　 場　　熱海YMCAセンター
受　 付　　中村 欽一君 ・ 小林 秀樹君
司　 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.委員会報告
1.卓話
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
伊藤 哲也君
全 員
草柳 義則君
中島 寛勝君
中島 寛勝君 
若林健一郎君
池田 直文君

各担当委員会
天山 広吉様
司 会 者
親睦委員会
各担当委員会
橋本 一実君
中島 寛勝君

会　　　長

会　　　長
会　　　長
書　　　記

新日本プロレス

Ａ 副 会 長
会　　　長

移動理事会

議事報告

メネット含めて22名の参加。マイクロバス
にて竹内理事長と鈴木部長の運転で、心
配された台風の被害はなく、翌日は快晴
の山中湖畔から箱根路を通り楽しい移動
理事会でありました。
コースは、

【富士山YMCA訪問】…所長から建物の概要、最近の利用
状況など説明を受けた。
【韮崎方面周遊】…ハイジの村及び昼食、エクシヴ山中湖
一泊、8日9時より理事会開催。

１.第24回スピーチコンテストの報告
13校36名の申込みあり。当日3名の欠席、33名が発表
した。
2部の自作の部では実力が伯仲し、審査も苦労された。
会計報告は来月になるが、総額15万円以内であった。
来年は25回にあたり、区切りの年度として企画を盛り上
げ、賞品なども、もう少し良くして記念大会とする。
会場は本年と同様に熱海起雲閣、11月の初旬の土曜日
とする。早速に会場の予約をする。

２.第2回チャリティランについて
開催予定日や会場場所等について意見が数多く出たが
結論は出ず、22年5月5日に予約された草薙会場は静岡
クラブが独自にプログラムを作り、熱海YMCAの企画と
切り離して行うことを確認した。
実行委員長には引き続き御苦労をかけますが、長谷川等
君に依頼し決定した。
チャリティランを実施する目的は、静岡にYMCAを発足さ
せるためである。(理事長談)
第1回チャリティランの反省事項（二見）
準備打ち合わせを充分に。式次第や案内文がなかった。

　〈井上委員〉横浜Ｙが静岡市へ幼児保育、老人介護の施
　　　　　　設等を作って、YMCAをPRすることも静岡進
　　　　　　出の足がかりになるのではないか。

　〈長谷川ys〉9月23日に仙台YMCAのチャリティランを視
　　　　　　察、報告あり。

　〈森 委 員〉9月23日に東京YMCAのチャリティランを視
　　　　　　察、報告あり。出席者から報告、意見が多く
　　　　　  ありましたが、主なものを記録としました。

2009年10月7日㈬・8日㈭ 記録：総務 森


