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THE DUTY THAT
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〈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

7月例会報告

BF基金

スマイル YMCA基金

6月メーキャップ 6月出席率

在 籍 者

療養会員

功労会員

広義会員

出 席 者

ビジター

ゲ ス ト

メ ネ ット

出 席 率

46名

1名

1名

1名

41名

4名

10名

100％

計98名43名

7月

累計

75,000円

75,000円

7月

累計

5,349円

5,349円

7月

切手

累計

 　0ｇ

 　0ｇ

4名 100％

現金

累計

87,000円

87,000円

Vol.542

熱海クラブ会長主題 絆・心に残るクラブライフを!!

今月の聖句

コリント人への手紙　第10章23節

三井敏正君
室伏　勲君
西島智仁君
田中秀宝君

1日
12日
23日
29日

10日
22日
27日

安田美千代さん
深澤弘美さん
橋本弘恵さん

・・・・メネット・・・・
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「心新に立ち上がろう」
“Once More We Stand”

「心新に立ち上がろう」
“Once More We Stand”

国際会長主題

「豊かな奉仕！～変化そして躍進！」
“Let’s Serve Joyfully! ～Change 
and Everlasting Jump!”

東日本区理事主題
「親睦が輪を作る!」
“Friendships give us a Circle!”

アジア地域会長主題

富士山部部長主題

HappyBirthday
お誕生日おめでとう

Happy 
　Wedding Anniversary

結婚記念日おめでとう

※該当者なし

｢すべてのことが許されている。｣しかし、すべての
ことが益になるわけではない。｢すべてのことが許
されている。｣しかし、すべてのことがわたしたちを
造り上げるわけではない。だれでも自分の利益で
はなく他人の利益を追い求めなさい。

強調月間
CS

国際協力の月



　朝霧高原にある富士山YMCAグロー
バル・エコ・ヴィレッジでのキャンプでド
ラマチックな奇跡を体験した。
　橋本丸の出航3ヵ月前、現地視察を3
月30日に予定したが季節外れの大雪
により延期…。｢幸先が悪いな｣と頭を

過ったが、気持ちを切り替え4月5日に変更しましたが
当日大雨･･･。小さい頃から晴れ男と呼ばれてきたのに
なぜ？まさか会長が？…。こりゃキャンプの日はどんな
大きな台風が来るんだと覚悟を決めていましたが、予想
を大きく外し（良いほうに）快晴でキャンプを迎えるこ
とが出来、ホッと胸を撫で下ろしました。
　今年も三井ワイズの協力により、浜松大学から女子大
生が2名、リーダーとして来てくれました。初めは子供た
ち27名のパワーに圧倒されていた様子でしたが、流石
は女性、あっという間に子供たちと仲良くなっていまし
た。
　一日目は陣馬の滝から田貫湖に向けてウォーキング。
バスを降りて滝に歩いて行くと、まず目に飛び込んでき
たのがとても透き通った綺麗な水でした。滝が見えて
くると一気に気温が下がりとても涼しく、昼食を食べて
休憩するのに快適な環境です。子供たちはお弁当を食
べ終わると裸足になり冷た〜い川で水遊び。中にはズ
ボンまで濡らしてはしゃぎ遊ぶ子も。その子を捕まえよ
うとリーダーたちまでずぶ濡れに…。この陣馬の滝から
田貫湖のウォーキングコースは自然が豊かで森林浴が
でき、日陰が多く、アップダウンもきつくないため、歩き
やすいので低学年の子も楽しく歩けました。開村式では
宝田富士山部部長や富士宮クラブの鈴木会長、グロー
リークラブの勝又会長、遠藤次期富士山部長が駆けつ
けて下さりました。開村式後のまい切り式での火起こし
は、なかなか火がつかず、メンバー皆で苦戦しました。夕
飯のカレー作りでは、子供たちが悪戦苦闘。包丁を持つ
手がおぼつかなく、ジャガイモやサラダのキュウリが極
端に大きい班もありましたが、やっぱり自分たちで作っ
たご飯は美味しい！皆、楽しそうによく食べていました。

2日目の朝食の豚汁と昼食の富士宮焼きそばも子供た
ちで作ってもらいました。やはり初日にカレー作りをし
ているだけあり、手際が良く、包丁使いも上手くなって
いました。朝食後はペットロケットと牛乳パックでブー
メランを作り遊びました。ペットロケットは想像以上に
遠くまで飛ぶのでびっくり！ブーメランも投げる方のコ
ツをつかむとちゃんと自分の所に戻って来るので子供
たちは楽しそうに遊んでいました。夕方になると雲行き
が怪しくなり、ポツポツと雨が。キャンプファイヤーの予
定時刻が近付くにつれて雨は段々と激しくなり雷も近
づいているようです。やっぱり会長＝雨男なのか…と諦
めかけたとき、な、な、なんと奇跡が！雨がすっかり上が
るではありませんか！しかも星空が出て大きな満月も！

　私にとって全クラブ初例会訪問は4
年目となり、7/12の伊東クラブを皮切
りとし7/28の熱海グローリーで幕を閉
じました。総じて若い会長が6名も輩
出されY'sの底力と未来の明るさを強く
印象づけながら、その中で最長老の静

岡クラブ永田会長が来季の会長引退を宣言したのが時
代の変わり目を感じさせました。2番目のグローリーの
勝又会長は重鎮としての貫禄を見せ付けていました。
　我が熱海クラブの橋本会長は若さと聡明さで、各ク
ラブの特徴を捉え的確な挨拶をされ、安心して聞いて
いることができ、さらに会を重ねるごとに落着きと重
厚さが加わり熱海クラブの未来は洋々たる物と確信し
ました。
　下記に初例会に参加された方のお名前を記載させて
いただきます。暑いさなか、お疲
れの所本当にご苦労様でした。
また度重なる直前の変更を各クラ
ブへ的確な連絡、書類作成をして
いただきました渡辺ドライバー委
員長、若林ドライバー副委員長に
も感謝を申し上げます。

キャンプ2010年（7月24日〜26日）
青少年事業委員長　深澤 勇弘

7月他クラブ初例会訪問報告
会計　札埜 慶一

熱海ワイズメンズクラブ

会長の雨男疑惑も晴れ？すばらしい星空の下でドラマ
チックなキャンプファイヤーが出来ました。三日目の最
終日も朝から快晴。自衛隊を見学させてもらいました。
戦車に乗せてもらったときの子供たちの嬉しそうな顔
が今でも忘れられません。最後に今回のキャンプでは
大勢のメンバーの協力の御蔭で大きな事故もなくキャ
ンプを終えることが出来ました。次のスキー教室も全力
で取り組みますので、また多くのメンバーのご協力をい
ただきたいと思います。本当にありがとうございました。

＝出席者＝
〈7/12 伊東クラブ〉
橋本、青木、札埜、伊藤、三井、大川、池田各Y's （7名）

〈7/20 三島・沼津・御殿場合同〉
橋本、青木、札埜、浅野、津田、小松、池田各Y's （7名）

〈7/21 下田クラブ〉
橋本、青木、札埜、西島各Y's （4名）

〈7/22 湯河原クラブ〉
橋本、青木、札埜、浅野、中島、小松、栗本、西島、森、
梅田、八代、安田各Y's （14名）

〈7/27 富士、富士宮、静岡合同〉
橋本、青木、札埜、大川、小松、池田各Y's （6名）

〈7/28 熱海グローリークラブ〉
橋本、青木、札埜、中山、西島、小原、安田、栗本、後
藤各Y's、青木メネット （10名）

総計46名（訪問者：41名＋メネット１名＋メ―キャップ4名）



　平成22年7月9日夏の交通安全県民
運動が11日から20日までの10日間実
施されることに伴う事前街頭指導がＪＲ
熱海駅前にて午前7時30分より開催さ
れＣＳ委員会の声掛けで橋本会長、田
中Ｂ副会長、西川ワイズ、澤口ワイズ、

二見ワイズ、安田ワイズの6名が参加してまいりました。
　橋本会長と澤口ワイズは交通指導委員も務めており、
指導員の格好で啓発活動を行い、メンバーでもある齊
藤市長は熱海市交通安全協議会の会長も務め「熱海市
は正にこれからが観光シーズン突入する。交通事故は
ひと度起きれば、事故を起こした本人はもとより家族、
周囲の人たちを悲劇のどん底に落とす。交通事故を一
つでも無くすことを皆さんのご尽力でお願いします」と
開会式にて挨拶し、現在市議会議長を務める田中Ｂ副
会長は「熱海市は観光地、観光客に対してクラクショ
ンを鳴らさないなど、譲り合いの精神も大切」と呼び
かけました。また、過日、地元新聞紙上にて大きく掲
載されましたが、西川ワイズが長きにわたる青少年健
全育成や地域安全への貢献が認められ、警察庁長官か
ら「警察協力章」を受章されました。県内では唯一人
の受章だそうです。（おめでとうございます）皆さん朝
早くからご苦労様でした。

　7月18日㈰ YMCAセンターで評議会
が開催された、総勢約90名くらいだろ
うか、皆熱心に集まってくれていた。熱
海クラブからは橋本会長以下池田、西
島、小原、小松、札埜、青木の7名であっ
た。 承認内容他は下記の通りである。

１号議案　2010年度富士山部役員承認の件
２号議案　2009年度富士山部一般会計、特別会計決
　　　　　算承認の件
３号議案　2010年度富士山部一般会計、特別会計予
　　　　　算承認の件
４号議案　2010年度部長、各主査、各役員、各クラブ
　　　　　会長活動方針案承認の件
５号議案　富士山部2000プロジェクト委員長活動費
　　　　　支給承認の件
６号議案　国際役員交流接待費承認の件
７号議案　富士山部次々期部長（2012年）選出の件
８号議案　インド・トリバンドラムYMCA洋裁教室　
　　　　　支援募金の件
以上が検討、承認された。
インド・トリバンドラムへの補助協力がここのところ富
士山部としてかなり強力に支援しているが、良い結果が
出せればそれが1番なのでしょう。

　7月11日㈰ YMCAセンターに於て、
17:00よりインド・トリバンドラムの裁
縫教室の生徒3名の富士山部主催の歓
迎会が開催された。会は通常のワイズ
プログラムで進行され、現地大学生で
少し日本語の話せるチッツーさん（20

才）、生徒のカナカムさん（28才）、教室助手のラタさ
ん（40才）、8月10日まで日本に滞在し、各地を訪問し
て日本の文化、習慣等を体験するとの事。
　部長、理事長、各クラブ代表が歓迎の挨拶をし、全
員での旅の無事を祈った。
富士山部11クラブ、43名出席
熱海クラブ出席者：橋本、小原、後藤、中山

　中島前会長そして中島丸をささえて
頂いた書記の若林ワイズ、会計の栗本
ワイズ、幹事の小原ワイズ始め役員の
皆様、本当にお疲れ様でした。
　前委員長の鈴木ワイズと会場設定
で、玉の湯ホテルと決まりましたが、

実の所、食事内容が皆様に満足して戴けるか料理が出
る迄心配でしたが、皆様からまずまずであったとの評
価でほっとしましたが、栗本ワイズ、小原ワイズに上席
をご用意せず、大変失礼いたしました。又、会長より
御祝儀、中島ワイズ、石村ワイズ、青木ワイズ、池田
ワイズ、小原ワイズ、渡辺ワイズそして私八代、玉の
湯ホテルから飲物の差し入れを戴きまして有難うござ
いました。たくさん余りましたので、翌日ホテルから回
収してワイズ事務所に大切に保管して有ります。2次会
もサンズムーンでコンパニオンを1時間延長するという
盛り上りでした。
　橋本一実新会長をささえる新旧書記、会計外の役員
の引き継ぎも行われ、いよいよ橋本丸の出航です。熱
海クラブ会員全員一丸となり、楽しく１年を乗り切りま
しょう！！

夏の交通安全県民運動に参加
広報 ･ 会報委員会　安田 克己

富士山部第1回評議会を終えて
書記　青木 義美

FBPに出席して
親睦委員会　中山 良雄

新旧慰労激励会
親睦委員長　八代 一雄
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例会出席率100％を続けよう！



CHARTERED.DEC.15.1963

受　　付

同　　上

司　　会

信　　条

小倉幹史君
二見康一君
小原進一君
安田克己君

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

橋 本 一 実
梅 田 邦 彦
西 川 　 正大澤光夫君

事務所（〒413-8799）  静岡県熱海郵便局内私書箱37号
TEL・FAX（0557）81-7518

小倉幹史・草柳義則・三井敏正・安田克己

聖 句 朗 読
開会の祈り

熱海ワイズメンズクラブ　     ホームページ ▶ http://atami-ys.net　　メール ▶ mail@atami-ys.net

9月例会担当予告 例会日／9月27日

閉会の言葉 池田直文君
食前の祈り

草柳義則君

日　 時・・・8月23日 （第4月曜日）　pm6:30例会開会
会　 場・・・熱海ニューフジヤホテル
受　 付・・・伊藤哲也君・小林秀樹君
司　 会・・・西島智仁君

2010年度 8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 『リサイクル運動について（～古い傘からマイバッグ作り～）』

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

臨時総会

橋本 一実君
鈴木 恵次君
全 員
八代 一雄君
橋本 一実君
橋本 一実君
青木 義美君
梅田 邦彦君

滝野 慶子様
各担当委員会
西島 智仁君
親睦委員会
各担当委員会
田中 秀宝君
橋本 一実君

橋本 一実君

会　　　長

会　　　長
会　　　長
書　　　記

司 会 者

B 副 会 長
会　　　長

議　　　長

熱海女性連絡会会長

平成22年8月2日㈪　於：ワイズ事務所
欠席：田中・鈴木恵・小松・浅野・小林・岸

1.YMCAキャンプ無事終了
1.ＡＳＦポイント集計 9月役員会へ提出
1.6月メーキャップ4名で訂正出席率100％
1.8月例会プログラム
1.横浜国際大会出席状況
1.センターへケニアクラブメンバー男6女4名滞在中（4日頃まで）
1.一藤木ワイズ療養中

●審議事項
1.8月11日㈬ 花火見学予算案..................................承認
1.新旧慰労激励会決算報告 ....................................承認
1.IBC麗水クラブ来熱（9月27日）
　及び実行委員長中島直前会長...............................承認
1.2009年度（中島会長）決算 .................................承認

●報告事項

第2回 役員会報告
広報･会報委員会　小倉幹史　

例会だより7月

　平成22年7月26月橋本年度の始まりと
なる初例会が開催されました。橋本会長は、
当日までグローバル・エコヴィレッジで行わ

れていた、YMCAサマーキャンプに同行されていましたが、そ
の疲れも見せずに開会の点鐘を打ち、会長挨拶、ゲスト、ビジ
ターの紹介も実に堂々としたものでした。来賓として齊藤熱海
市長、田島県議会議員をお迎えし、東日本区からは、松田東日
本区理事、河合次期理事、原直前理事という三役揃い踏みの
御臨席を賜りました。
富士山部からは宝田部長以下7名の御出席をいただき他クラ
ブ会長、ビジターを合わせると総勢98名という盛大な初例会
となりました。御来賓、東日本区理事、富士山部長のご挨拶を
いただき、この中で、今期熱海クラブより小原ワイズが東日本
区役員として地域奉仕事業主任に就任していることに言及さ
れており、熱海クラブの面目躍如という所です。会食の後、前期
中島会長、若林書記、栗本会計に、橋本会長より感謝状が贈呈
されました。（一年間御苦労様でした。）
今回の初例会が、とても楽しい雰囲気の中で行なわれたこと
の一つに例会担当を決定する渡辺ドライバー委員長の人選が
あります。経験豊かでユーモアたっぷりの後藤ワイズの司会で
会場の緊張も緩んだ様です。無事橋本年度初例会は終了しま
した。

summer camp

素晴らしい
子供たちの 笑顔
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❶伊東クラブ35周年記念例会
　　10月16日㈯ 於：暖香園ホテル
❷富士山部会
　　10月24日㈰ 於：後楽園ホテル
❸第14回東日本区大会
　　2011年 6月4日㈯・5日㈰ 於：松本




