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国際会長主題

アジア地域会長主題

今月の聖句

“The Power of One”
｢一つとなる力｣

“The Power of One”

最後に愛すべき兄弟たちよ。すべて真実なこと、
すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて
純真なこと、すべて愛すべきこと、すべてほまれ
あること、また徳といわれるもの、称賛に値する
ものがあれば、それらのものを心にとめなさい。

東日本区理事主題
“Hand over Our Torch of Y’s
Men-to tomorow, to the future”

ピリピ人への手紙

第4章 第8節

｢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」

富士山部部長主題
“Join our Y’s dam as our
Fist Step”

｢明日につなごう、
未来につなごう ワイズの灯｣

熱海クラブ会長主題

副 題「いま、私たちに出来ること…」

6

｢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！』

第13回東日本区大会

お誕生日おめでとう
29日 鈴木 恵次君

結婚記念日おめでとう
結婚記念日おめでとう

30日 中島 寛勝君

17日 西部 愼介君・展子さん

○メネット○
8日 大川 知恵子さん 20日 青木 優子さん

5月例会報告

スマイル

YMCA基金

BF基金

在 籍 者 47名

ビジター

12名

５月

47,740円

４月

3,971円

切手

0ｇ

功労会員

1名

ゲ スト

3名

累計

413,740円

累計

37,076円

累計

0ｇ

広義会員

1名

出席者

41名

療養会員

1名

計56名

４月メーキャップ

2名

出席義務者 44名

出 席 率 93.2％

４月訂正出席率

100％

５月
現金
累計

38,000円
446,000円

●例会日 : 毎月第４月曜日 PM6:30〜9:00 / 会場：ニューフジヤホテル TEL 0557-81-0111

任期の終わりにあたって
会長 中島 寛勝
いよいよ今期の最終会報の原稿を書く
事になりました（涙）。
月日の経つのも早いもので、初例会の会
長挨拶で緊張のあまり過呼吸になりかけ
たりと色々ありましたが「助け愛・支え愛
そしてワイズ愛！」を会長ターゲットとして、
出発し一年が過ぎました。正直、ほっとした気持ちと、一
抹の寂しさの入り混じった複雑な心境で御座います。会
長を仰せつかって、無事に終了するにあたって素晴らし
い歴代会長のように職責を果たす事が出来たかどうか疑
問でありますが、書記を始めメンバー諸先輩方の絶大な
る御支援を頂いたことに感謝を申し上げます。悔しいの
は、当所計画しておりましたドッジボール大会がインフル
エンザ流行の為、中止になってしまった事と新会員の入
会がなかった事ですが、久しぶりにＩＢＣの台中クラブが
来熱して頂いた事と訪問出来た事は嬉しく思い継続して
いかなくてはと思いました。
厳しい時代の中、奉仕活動をされているメンバーの皆
様とメネット・コメットには、心から御苦労様と理解これ
からも宜しくお願い致します。
最後にこの一年間「パパ（哀）又、ワイズなの」と寂
しそうに見送ってくれた娘と女房（呆 ?）そして、
メンバー
の皆様本当に有り難う御座いました。
「熱海クラブは、永遠に不滅です！」と申し上げまして
会長としての最後の原稿を締めさせて頂きます。

第三回 富士山部役員会・評議会報告
書記：若林

会計：栗本

平成22年５月23日㈰ 役員会：午後1時30分〜 評議会：午後3時〜
グローリークラブのホストで『熱海YMCA青少年センター』
にて開催
熱海クラブ出席者：中島・小原・橋本・栗本・若林
《報告事項》
１.東日本区第3回役員会報告
（部長  鈴木忠雄）
１.第13回東日本区大会・第69回国際大会登録状況報告（部長  鈴木忠雄）
１.各主査、委員長、クラブ会長活動報告（各主査、各委員長、クラブ会長）
１.トリヴァンドラム子女、国際大会招待資金調達について（FBE委員  渡辺伸幸）
１.イチゴ募金、部会献金をFBP事業に贈呈（国際交流事業主査  鍋田市朗）
《審議議案》
第1号議案 富士山部々則改定案承認の件（ 部則検討委員長 長谷川等）
第2号議案 BF代表来部に伴う費用負担の件
（部長 鈴木忠雄）

の4グループに分かれ、輪番制を原則として、グループ
内から部長を選出するとの内容の改定案が承認された。
永年の部内での問題点であった部長選出の件が、こ
の度の評議会で一定の結論に至り決定したことは大きな
収穫でした。なお、国際大会登録の報告で、熱海クラ
ブの17名の登録数は、部内では熱海グローリークラブ
の26名についで2番目に多い登録でした。

次期クラブ役員研修会
幹事 小原 進一
次期富士山部長は、熱海グローリーク
ラブの宝田ワイズです。すでに4月13日
に次期役員顔合わせ会も開催して順調な
すべり出しを感じさせます。
5月15日は熱海ＹＭＣＡセンターに富士
山部部内の次期役員をはじめ、各クラブ
の次期会長・役員を集め次期役員研修会を開催しまし
た。
ホストクラブ会長あいさつの後、次期部長挨拶・現
部長挨拶・各事業主査の計画案発表と続きました。皆
準備よろしく簡潔でスムーズな進行でした。
第2部として、3グループの分科会方式で、討論会や
意見交換を行いました。私は区役員ということでパネラー
を引き受け、事業の説明などを行いました。
最後に分科会の報告の後で、会計等の事務連絡を経
て終了しました。
全体の印象は、昔にもどったような、もう少し討論会を
したかったような、初心にもどった気分になりました。次
期部長の主題“親睦が輪を作る!”のことば通り、楽しく
発展することを予感させるひとときでした。

2009年度 NPO法人 熱海YMCA総会
総務

森

重男

5月30日㈰ 13時から熱海ＹＭＣＡセン
ターに於いて開催されました。当日は10
時からチャリティランの第3回実行委員会、
11時からは理事運営委員会を開き、引き
続き総会と忙しいプログラムになったが富
士山部各地からメンバー40名余の出席が

審議議案の中で最も重要な第 1 号議案の富士山部部則
改定案では、部長選出について
Ａ）熱海、熱海グローリー、湯河原クラブ
Ｂ）沼津、三島、御殿場クラブ
Ｃ）伊東、下田クラブ
Ｄ）富士、富士宮、静岡クラブ

ありました。
司会の鈴木健之君の進行で総会成立報告のあと1号議案
の事業報告、2号議案の収支会計報告、等、6号議案の
理事運営委員の改選、新任4名退任5名が決議されまし
た。次年度は特に会員増強に一層の協力依頼がありまし
た、別紙の事業報告書の内容のとおり青少年事業のキャ
ンプ、スキー教室、女声合唱花紬、男声合唱鼓勇、そ
の他の学習事業もピアノ教室、パソコン教室他各担当者

の一層のご努力で充実した内容の活動が期待されます。
稲田精治幹事より各事業の支出明細、領収書の写しの
保管と提出を守って下さいとの要望がありました。
東山荘の新所長に就任された、大和田総主事から5年後
の東山荘100周年記念事業への協力の呼びかけがあっ
た。チャリティラン実施に際しても山梨Ｙでのご経験談
を語られた。
第2部は青木義美君の卓話「七つの海を旅して」
学生時代からのはば広い趣味の中から船旅の楽しさを写
真と映像で披露された。メネットさんと一緒に毎年ヨー
ロッパの珍しい港を訪ねての旅、豪華客船の様子など貴
重な体験を見せてもらいました。以上

うちの町内ここが素晴らしい
会報委員会／桜木町町内会

中山 良雄

私が本町から今の所に移り住んだのは、小学校6年の
１学期終了の時だった。その年第2小学校が開校して西
部に住む同級生は新校に移ったが私は転校せず、小嵐
から駅前の第１小まで歩いて通った。
当時今の所は小嵐町といったが山手に家が増え、桜ヶ
丘、桜ヶ丘二丁目、そして今の桜木町となった。
昭和28年5月、家の裏のみかん畑を整地して小嵐中
学校が出来、2級下が第一期卒業生となった。
その頃この上に梅花町という一つの町内が出来たの
は驚きだった。その小嵐中も今はひばりヶ丘に移り、校
舎の跡地は宅地に分譲され（八代一雄Ｙｓの前一帯）グ
ランドだけが西部コミュニティー広場として、西部体育
祭、老人会のゲートボール、グランドゴルフ、少年野球、
他、空く間もなく多くの行事に活用されている。
話がそれたが、私が中学生の頃、市民運動会（今の
ガス会社あたりにグランドがあった）町内対抗駅伝（市
役所−駅−海岸−多賀−網代−小公園）等があり、当
町内は優勝も含め常に上位にあった。近くは昨年の西
部体育祭でも優勝したが（実はこれは実力20％、運が
80％、その様に組まれている）ラッキーだった。
その他、夜間パトロール、スポーツ祭、ゴルフ会、グ
ランドゴルフ、納涼祭、防災訓練等。子供会、青年部、
老人会、愛好会等、各部会がそれぞれに行事を企画実
施し町内を盛り上げている。
どこの町内でも同じだと思うが、年寄りは口をだし、動
くのは若い人と決まっている。当町内の青年部はとにかく
良く動いてくれる。
秋の今宮神社例大祭には毎年横浜や錦町（山田賢
一君の町内）から応援を得て80名位で神輿を出し、夜
の神輿パレードは、上の桜ヶ丘町（小原進一君の町内）
と合同で参加する。
夏のこがし祭りは予算の関係で隔年としているが、早
く木彫り山車を作り、毎年山車を出す事が、副会長兼
会計部長を長年やっている私の夢である。

ワイズ自分史
副書記

札埜 慶一

いつもお世話になっている中山会報・
広報委員長さんより原稿依頼を受け、入会
以来慌ただしい日々を送り流されている自
分に気がつきました。皆様には大変暖かく
迎え入れて頂き、例会、会議、宴会、一
気飲み、逆さ吊り、火あぶり等（アラビア
風なので深く突っ込まないでください）楽しく役務を遂行
中です。失礼とは思いますが紙面を借りてお礼を述べさ
せていただきます。
一昨年、本年と富士山部全クラブの初例会にも皆出
席させて頂き、京都クラブ、釜山クラブにも出席（Phク
ラブではありませんので念のため）、Y'sライフを満喫し
ています。これも偏にY'sの皆様のお陰と大変感謝してお
ります。Y'sが無ければ私の生活範囲は著しく狭くなり味
気の無いものになっていたでしょう。Y'sは2次会から始
まる!!（私だけかな?）少し気になるのは、RCクラブ等
と比べてY'sの知名度の低さ、ブランドの低さ、日本全
体の会員数の少ないことでしょうか。「ＹＭＣＡの…」と助
詞を入れないとなかなか分かっていただけなくて悔しい
思いをすることが多々有ります。各種活動内容を会員以
外にも幅広く広報していく必要があり、マスコミ、マスメ
ディア、ITのさらなる活用を推進できればと思います。入
会させていただいたのが、小原年度（親睦）、そして小
松年度（会報・広報）、詫間年度（副書記）、中島年度（副
書記）（若林書記よりデータの電子化されたものを継承
でき大変勉強になり感謝!）を努めさせて頂き、次年度（橋
本年度）は会計（西川Y's、栗本Y's宜しくお願いします）
をさせて頂く予定です。計算違い、見落とし、着服、夜
逃げ等しないよう気を付け、努力いたしますので、皆様
のご指導、ご鞭撻のほど切にお願いいたします。

中島会長、若林書記
１年間御苦労様でした。

メンバー一同

2010年度 6月例会プログラム
日
会
受
司

時
場
付
会

2010年5月30日㈰

6月28日 ㈪
熱海ニューフジヤホテル
渡辺 亨君 ・ 山田 賢一君
鈴木 道夫君

会
長
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
会
長
1.会長挨拶
会
長
1.ゲスト・ビジター紹介
書
記
1.書記報告
1.食前の祈り
1.会食
1.ＹＭＣＡ理事退任者感謝状贈呈
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
A 副 会 長
1.閉会の言葉
会
長
1.点鐘
1.ギャベル引継ぎ
1.新旧4役バッヂ交換
議
長
1.定時総会

YMCA理事・運営委員会報告
記録：総務 森

議事報告
中島 寛勝君
大川 貴久君
全
員
山崎 英史君
中島 寛勝君
中島 寛勝君
若林健一郎君
田中 秀宝君
中島 寛勝君
担当委員会
親睦委員会
担当委員会
担当委員会
橋本 一実君
中島 寛勝君
会長･次期会長
新 旧 4 役
中島 寛勝君

第12回 役員会報告
〈日
時〉平成22年6月2日㈬ PM6時30分開会
〈会
場〉善作 司会：A副会長 橋本一実
〈会長挨拶〉中島寛勝
〈報告事項〉
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。参加者数：14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。参加申込み者数：17名
1.富士山部第三回役員会・評議会開催の件 ...................報告
5月23日㈰ 熱海YMCA青少年センターにて開催。
（役員会 pm1:30〜 評議会 pm3:00〜）出席者：中島・小原・橋本・栗本・若林
〈議
題〉 議長：中島寛勝
1.6月(中島年度最終)例会開催の件 ............................承認
6月28日㈪ pm6:30〜 ニューフジヤホテルにて開催。
1.6月例会プログラムの件........................................承認
6月例会プログラム等を審議。
1.次年度(橋本年度)事業計画案・予算案承認の件............承認
別紙事業計画案・予算案を審議。
1.定時総会開催の件..............................................承認
6月例会終了後に開催。次年度（橋本年度）事業計画案・予算案を審議。

１. チャリティラン第3回実行委員会
長谷川実行委員長の司会進行で各担当委員長が現況
報告、プログラム作成の日程：6月中に完成、配布。
それぞれの日程の確認、
プログラムに入れる為に至急に
口座を作り報告する。
その他詳細は実行委員会が記録。
２. 本日13時からの総会の準備
プログラムの確認・担当者確認・議事内容の確認
6号議案：任期満了による理事運営委員の改選、退任
5名・新任4名
３. 東山荘の新所長として大和田浩二氏が就任
総会の中で就任挨拶とチャリティランin御殿場の実施に
さいしての提案事項を伺う。
出席者：森･青木

5月例会だより
CS委員長

西島 智仁

5月24日定刻通り石村孝治君の司会で
5月例会が開かれました。各テーブルには
例会プログラム、4月例会後〜5月例会時
までの書記報告書、毎月ありがとうござい
ます。
今月は国際BF代表トーマス・ベシルグ
ラッセンワイズの訪問ですので竹内熱海
YMCA理事長、鈴木部長、田辺直前部長、宝田次期部長、
沼津・湯河原・三島各クラブ会長等多くのビジターが出席
されBF代表を歓迎しました。今月の卓話は静岡中央銀行
熱海支店長の佐藤敏光様でした。佐藤様は営業一途、東京・
神奈川・御殿場各地を回りお客様目線の営業に専任されて
感動をあたえて、感謝される営業を目指されました。大手
銀行とは違い自分の目利き、各種行事に自分で参加し他の
人には任せない信条で通された方、とお話しされました。
熱海では三島信用金庫と共に私達にとって身近な金融機関
です。二次会は佐藤様を迎え熱海の金融、東日本区大会、
国際大会等の話で盛り上がりました。

役員の皆様方には中島年度への御支援、御鞭撻に
感謝申し上げまして、御礼の言葉とさせていただきます！ by中島

熱海
ワイズメンズ
クラブ

ホームページ
メール

☞ http://atami-ys.net
☞ mail@atami-ys.net

7月例会担当予告
受
付
司
会
信
条
閉会の言葉

鈴木
後藤
深澤
池田

例会日7月26日㈪

道夫君 ・ 村瀬 善之君
軍治君 聖句朗読・開会の祈り 二見 康一君
勇弘君 食 前 の 祈 り 栗本 治郎君
直文君

一年間、会報への寄稿に感謝します。
会報委員会
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