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“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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互いに思うことをひとつにし、高ぶった
思いをいだかず、かえって低い者たちと
交わるがよい。自分が知者だと思いあ

がってはならない。

ローマ人への手紙　第12章 第16節

中島会長とヨガ講師 天野 晶様

9日 後藤 軍治君　10日 松井 清一君
11日 小 松　巌君　18日 内藤 一郎君
25日 西部 愼介君　　　　　　　　　 

 3日 村瀬 智子さん 9日 一藤木美枝子さん
29日 澤口 佳子さん

  5日 澤口 恒康君・佳 子さん
  9日 一藤木 俊夫君・美枝子さん
10日 鈴木 道夫君・真 弓さん
29日 松井 清一君・英 子さん

○メネット○



　橋本次期会長よりＡ副会長を受けてくれ
ないかとの打診があり少々考えた。Ａ副会
長はすなわち次は会長となる訳であり、簡
単に受ける訳にはいかない。私よりふさわ
しい方は多数いる中、私でいいのだろうか、
私に務まるだろうか等考えたが、お受けす

る事とした。ワイズに入会して20数年が経ち、いろいろ
な方々に助けられ数々の役職を経験させていただいた。
現在の委員会でいうと、プロ・ドラ委員会とＣＳ委員会
以外委員長を務めさせていただいた。それも皆様のご
協力によるものでした。Ａグループ4委員会ありますが、
誰とでも付き合いの上手な渡辺亨プロ・ドラ委員長、何
事も正面から向き合う梅田邦彦会報委員長、クラブの盛
上げ役鈴木恵次ＥＭＣ委員長、熱海クラブで一番人望の
ある栗本次治郎ＩＢＣ委員長と、頼もしい委員長ばかりで
すので、安心して１年を過ごせると思います。
　どうかメンバーの皆様、Ａグループを宜しくお願い致し
ます。ついでに次々期も宜しくお願い致します。

　次期クラブ会長・部役員研修会が御殿
場YMCA東山荘にて開催され、私と青木
義美次期書記、そして小原進一次期東日
本区地域奉仕事業主任とともに参加して参
りました。午後１時からの開会式では原俊
彦東日本区理事の点鐘で始まり、ＬＴ委員

の皆さんの進行により順次次第を進め、基調講演では藤
井寛敏次期国際会長による「世界のワイズメンズクラブ」
と題され、ワイズメンズクラブが世界でどのような活動を
しているのか創立者Paul William Alexanderのワイズ
にかける思いを中心にわかりやすく説明していただき内

　会計引継に当たり、特別会計の切手の
部分で誤差があるようですので、先輩で
ある栗本会計さん、西島次期副会計さん
と内容検討をしたい。今回は、47名での
予算となり前期より１名減らしていますが、
橋本次期会長が目指すであろう、各事業

において前向きの予算案ができると確信しています。ま
た、銀行の出納に関しては、時間の節約や安全のため、
オンライン化を進め入金の確認、振り込みなどを事務所
にいながら行えるようにしたい。また会計ソフトを導入し、
明朗会計を目指し、みなさまの大切な財産を適切に処理
させていただきたいと存じます。１年間よろしくお願いい
たします。

　次期橋本会長より電話を頂き、快く受諾
しました。主会計は札埜ワイズ、しっかり
した人です。札埜ワイズと共にクラブ資金
の収納管理を厳正に行いたいと思います。
副会計はクラブの6役です。役員会、各
委員会の出席義務者です。各委員会に出

席し学習させて頂きます、よろしくお願いします。

開催日時　3月14日㈰ 13:00　於:東山荘
参 加 者　長谷川実行委員長、富士山部長、各クラブ
　　　　　次期会長、各担当委員
議　　題　・第２回チャリティーランを11月20日㈯
　　　　　　東山荘で開催する。
　　　　　・準備委員会を、各クラブの次期会長及び
　　　　　　ＹＭＣＡ理事を担当に加えて、富士山部一
　　　　　　体となって成功させる。
　　　　　　以上を各クラブの承認を得る。

3月13日と14日の2日間、御殿場の東山荘
において次期東日本区会長及び部役員の
研修会に参加しました。次期地域奉仕事
業主任に任命されて、数ヶ月準備してきた
方針を、部長・各クラブ会長及び役員に
伝えて理解してもらう方の立場で参加して、

緊張しまくりの2日間でした。

A副会長に指名されて
次期A副会長　池田 直文　

次期会長研修会に参加して
次期会長　橋本 一実　

次期会計の指名を受けて
次期会計　札埜 慶一　

次期副会計の指名を受けて
次期副会計　西島 智仁　

富士山部チャリティーラン実行委員会報告
チャリティーラン実行委員 代理　小原 進一　

次期東日本区役員会に参加して
次期東日本区地域事業主任　小原 進一　

　熱海クラブからの参加は、橋本次期会長と青木次期
書記の2人。そして、グローリークラブからは宝田次期
富士山部長と部の役員の面々を含めて総勢百名以上の聴
衆にうまく伝えられたかな？
　次期の地域奉仕のテーマは「地域奉仕で地球を救お
う！」です。例年継続している事業の中で、どの様に特
色を出すか？
　ひとつは、今期作成したＰＲ用クラブフラッグを活用
して積極的に外へ出て、アピールをしよう。ワイズを理
解してメンバー獲得へつながれば良いと思います。
　ふたつめは、地球環境に良い事業を考えましょう。新
規事業ではなくても、今までの事業を環境保護へと舵を
切りましょう。
　以上のふたつで、地域奉仕で地球及びワイズを救おう！
とアピールしてきました。



　ワイズに入会して30余年、月一度の例
会ぐらいはと一度も休まず、役員も色々や
り、成功も有れば失敗もあり、泣いたり、
笑ったり、熱海ワイズ40周年の時には他
にやり手が居ないからと会長までやらされ
て、今ではもう、皆さんのジャマにならな

い様にと歩いていますが最近のワイズは少し「何だかな
〜」と感じています。（この感じは私だけでは無いと思い
ますが）だからと言って昔は良かったなどとは思ってはい
ません、むしろ現在の方が新しいメンバー達には入り込
みやすいのではと思ってもいます。しかし煩わしい作業
や面倒な問題などはどんどん避けてしまっているかの様
に見えます。当然、文句も不満も少なく、ゆっくりとぬる
ま湯に浸かって居れば良いから、皆さん、マッタリとニ
コニコ顔「大人の会なんだからこんなものでイインデナイ
ノ」とばかりに見受けます。寂しいかぎりです。皆さん昔
の様に遊びばかりでなく、もっとワイズ活動に付いて語り
合いましょう。特に新しい会員はベテランメンバーにもっ
と色 と々聞いてみなさい。「ＹＹ談義」も近く開催する様
なので是非参加しましょう。抽象的な言葉で申し訳なく、
また表題の「私のワイズ史」にならずすみませんでしたけ
れど、今のままだと「津田のワイズ史」も終幕になってし
まいそうなので？メンバーの皆さん、もっと、もっとワイ
ズ広場で遊びましょう！

　我が町、伊豆山仲道町は、神社の敷地
の中に在る町と言って良いだろう。
　町内全体は、相模湾が一望に出来、緑
の木々が非常に多い場所です。
　少々、傾斜が有り、道が狭いのですが、
これは、鎌倉時代から続く家並みの為か、

昔から、代々住んでいる家族が多いからでしょう。
　現在の町内は、寮や別荘が激減し、温泉の利用も少
なくなったので、町内会費の収入が減り、厳しい運営に
成っています。が、元々貧乏町内なのでそれ程深刻では
有りません。
　私が子供の頃、町内には子供が大勢いて、伊豆毎日
新聞社の主催による少年野球大会が町内対抗で有り、
小学4年生から中学3年生まで、毎年優勝・準優勝が出
来た町内でした。今では、私の家は伊豆山小学校の前
ですが、町内の子供を見る事が少なく成り、非常に寂し
く思います。
　うちの町内は、職人の町なので、祭事には一致団結し
て、舞台や櫓を大勢で、アッ！と言う間に、拵えてしまい
ます。伊豆山の他の町内の人たちに、いつも羨ましいと
言われ、伊豆山の中心的町内と、自負しています。
　私は、この町内に生まれて幸せです。他の町内の皆さ
ん、御免なさい。

　3月10日9時30分、中島会長・松井ワイズ・西島の
3名で雨の降る熱海駅集合、京都へと向かいました。新
幹線はグリーン車、指定席、ゆったり、ゆっとりワイズ
談義に花を咲かせ京都に着きました。京都駅には池田ワ
イズ（前泊）が迎えてくれました。10分後に二見ワイズ・
鈴木ワイズ夫婦と合流、南禅寺で昼食の湯豆腐、清水
寺散策、嘉木でお茶と京都満喫できました。例会場の京
都ブライトンホテルで大川ワイズと合流、熱海クラブ7名
にて例会出席しました。隠塚会長挨拶では今期中に15
名の入会者を迎え、来年4月のパレス40周年記念例会
には100名会員獲得を目指すと挨拶されました。今月の
例会で土田君の入会式、12名（男6女6）の入会予定
者も出席され西の「雄」パレスの意気込みを感じました。
中島会長挨拶では熱海クラブの現況、そして入会予定
者の皆様に向かいワイズに入会されれば熱海クラブの

例会に出席できます等、ジョークを交ぜ素晴らしい挨拶
でした。卓話は元・京セラ社長、現・同志社大学の教
授、京都大学講師、西口泰夫氏の私の「林住期の生き
方」でした。（人生を四つに分けて生きる）企業人から
大学の教授に成る人は少ない時代、西口教授のご自身
の生き方、日本の企業の現況、展望等、充実した卓話
でした。パレスは大野ワイズ、西川ワイズの理事経験の
方と30代、40代の若いメンバーとの調和が上手にとれ
ている感じがしました。
翌日は大川ワイズの案内で松井、西島は嵐山散策、美
しい竹林に感動し「みしな」のビーフシチューを食べ楽
しい京都パレスの訪問を終了しました。

ワイズ自分史　
プロ･ドラ委員会　津田 博之　

京都パレスクラブ訪問記
ＣＳ委員長　西島 智仁　

うちの町内ここが素晴らしい
幹事／伊豆山仲道町　小松　巌　

容の濃い講演でした。続いて東日本区の現況を原俊彦
理事から、東日本区次期理事方針を松田俊彦次期理事
から説明が行われました。記念撮影を皆さんで少々せわ
しなく行った後は我らが小原進一次期東日本区地域奉
仕事業主任より事業方針が述べられ「地域奉仕で地球
を救おう」とテーマが読み上げられ、エコについてのユ
ニークな取組みに期待したいと環境月間の説明を含め
解説が行われました。夕食後は星空の下、キャンプファ
イヤーを行い、その後宝田昌孝次期富士山部長を囲ん
で楽しいワイズ論議を交わしました。

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。



5月例会担当予告　例会日5月24日㈪
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受　　付
司　　会
信　　条
閉会の言葉

伊藤 哲也君 ・ 一藤木俊夫君
石村 孝治君
澤口 恒康君
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 一中山 良雄君

室伏　 勲君
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10回 役員会報告
〈日　　時〉 平成22年4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

国際大会参加登録のアピールに清水東日本区直前理事、鈴木富士
山部長が役員会に出席されました。予定表を再確認され ･･･そうだ、
中島会長と国際大会に参加しよう！・・・

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：13名
1.国際大会登録の件..............................................報告
　8月5日～8日に『パシフィコ横浜』にて開催。現在迄の参加申込み者数：8名
1.次年度，今後の日程について..................................報告
　橋本次期会長より4月～6月迄の予定等発表。
1.お年玉年賀はがき収集の件 ....................................報告
　切手総数：1,955枚　現金￥104,950円（本年度中島会長：1,537枚）

〈議　　題〉　議長：中島寛勝
1.4月例会開催の件...............................................承認
　4月26日㈪ pm6:30～ ニューフジヤホテルにて開催。
1.4月例会プログラムの件........................................承認
　4月例会プログラム等を審議。
1.ＹＹ談義開催の件 ...............................................承認
　4月13日㈫ pm7:30～ 有楽町睦会事務所にて開催。
1.プロジェクター購入の件 .......................................承認
　機種・購入価格を審議。
1.全国緑化運動の件 .............................................承認
　熱海市に￥20,000円を拠出。
1.熱海YMCA理事・運営委員改選の件.........................承認
　熱海クラブより、理事に鈴木道夫。運営委員に森、中山、青木ワイズを選出。

〈報告事項〉

日　 時　　4月26日 ㈪
会　 場　　熱海ニューフジヤホテル
受　 付　　内藤 一郎君 ・ 浅野 祥司君
司　 会　　森 重男君

2010年度 4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
1.委員会報告
1.誕生日・結婚記念日祝
1.スマイル
1.閉会の言葉
1.点鐘

中島 寛勝君
村瀬 善之君
全 員
一藤木俊夫君
中島 寛勝君
中島 寛勝君
若林健一郎君
中村 欽一君

佐藤 秀幸様
担当委員会
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

演題『椿油って何？』

A 副 会 長
会　　　長

YMCA理事・運営委員会議事録
2010年4月8日㈭　於：熱海YMCAセンター 記録：総務 森

ホームページ ☞ http://atami-ys.net
　　　 メール ☞ mail@atami-ys.net

熱海
ワイズメンズ
クラブ

3月例会だより

　3月例会は、久しぶりに会場をYMCAセンターに移して開催
された。プログラムを見て卓話は男性だとばかり思っていまし
たが、美しい女性で驚きました。中島会長のお義姉さんにあた
る方で真鶴、湯河原でヨガのスタジオを経営されてるとの事で
す。ヨガは初歩的な姿勢でもかなりきつく感じました。
　この例会で次期各委員会構成が発表され、メンバー全員の
所属が決まりました。いよいよ次期も準備段階に入り、現と次
期が重なり忙しくなる事でしょう。
　でも中島会長、まだ３ヶ月ありますよ。気をゆるめないで下
さい。

広報･会報委員会　

理事長挨拶

　2010年総会は5月30日㈰ 13時より、2部では青木義美
運営委員が数多く海外を旅をした思い出や船旅の楽しみ
を語ります。
　総会では新しい委員、理事も決りますが、チャリティーラン
を始め各事業共引き継ぎをお願いします。熱海Ｙはノンスタッ
フＹとしてのボランティア方式の事務的連絡や記録であります
から、簡素化した方法でやりますので、手続き等に若干の不
備があってもご理解をお願い致します。
○会場利用表を掲示しました。3月末の各教室パソコン、
ピアノ、習字俳句、教室の収支報告、総収入221,163円
会計へ渡しました。
○会員増強、正会員18名、維持会員56名、少年会員9名、
メンバー258名、合計341名（静岡以外）
○ファミリーニュースを発行準備中です。総会時に事業報告
書とともに発行します。

○チャリティランをワイズメンズクラブの公式行事に決めては
如何か。

チャリティーラン実行委員会報告

長谷川実行委員長
第2回チャリティーラン第１回実行委員会は、3月14日㈰ 
東山荘において開催。
第2回実行委員会は4月29日東山荘において、13時より
開催。大会開催要項、予算書、組織表の3枚提示あり。
名称は再検討する。

－総会－5月30日㈰ 13:00より
　　　　理事運営委員会は当日11：00より開催
　　　　総会資料は総務が会報担当と協力して準備します。

以上議事録より抜粋　会報委員会編集




