アジア地域会長主題

「心新に立ち上がろう」

「心新に立ち上がろう」

Once More We Stand

Once More We Stand

東日本区理事主題

富士山部部長主題

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

「親睦が輪を作る!」
Friendships give us a Circle!

THE SERVICE
CLUB OF
THE YMCA

国際会長主題

ATAMI

THE Y’S MEN’S CLUB

OF

熱海クラブ会長主題

絆・心に残るクラブライフを!!

Strong ties & Enjoy the wonderful club life!

今月の聖句
もし兄弟が罪を犯したら、戒めなさい。

10月例会報告
在 籍 者

46名

ビジター

0名

療養会員

1名

ゲ ス ト

0名

広義会員

1名

新入会員

0名

出 席 者

43名

出 席 率 95.45％

そして悔い改めれば、赦てやりなさい。
一日に7回あなたに対して罪を犯しても、7回
「悔い改めます」
と言って、あなたのところに
来るなら、赦してやりなさい。
ルカによる福音書

17章3〜4節

計43名

スマイル

YMCA 基金

10月

59,000円

10月

4,000円

累計

382,000円

累計

15,367円

9月メーキャップ

9月訂正出席率

5名

100％

お誕生日おめでとう

HappyBirthday
28日 若林健一郎君
29日 大澤光夫君

・・・・メネット・・・・
1日 内藤絹子さん
5日 梅田陽子さん

Happy
Wedding Anniversary

2010

11
Vol.545

強調月間
ワイズ理解
ファミリーファストの月
TO ACKNOWLEDGE
THE DUTY THAT
ACCOMPANIES
EVERY RIGHT

結婚記念日おめでとう

BF基金

10月

切手

0ｇ

現金

51,000円

累計

0ｇ

累計

208,000円

3日 山田修司君・信子さん
6日 山田賢一君・キョウ子さん
8日 青木義美君・優子さん

〈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

第5回ドッジボール大会

伊東クラブ35周年記念例会に参加して

ドッジボール委員長

書記

中島 寛勝

第５回熱海ワイズ会長杯争奪ドッジ
ボール大 会 が11月6日南 熱 海 マリン
ホールにて、熱海市教育委員会の後援
で開催致しました。
昨年開催予定でありました大会がイ
ンフルエンザの猛威により中止となり
2年ぶりの開催となりました。参加17チーム209人の子
供と100人程の父兄及びメンバー18名、さらに学校関
係者等総勢400人からの大会となりましたがメンバー
のおかげで無事に終えた事を感謝致します。
そして、何よりも選手である子供たちの輝いている瞳
と勇姿、熱狂的に応援をしている父兄の姿に感動させ
て頂きました。もし、伊東クラブと熱海クラブ合同開催
（熱海VS伊東？）の大きな大会になったら物凄い大会
になるだろうなと想像致しました。
最後に、今回の開催にあたり準備・進行等を行って頂
きました小原地域奉仕事業主任をはじめメンバーの皆
様と休日にも関わらず子供たちの面倒を見て頂いた先
生、父兄の皆様に感謝申し上げ、来年も宜しくお願い致
します。尚、試合結果は、以下の通りです。
試合結果

優 勝 泉ゴールド
（泉小）
準優勝 ニコニコファイターズ（第2小）
第３位 ヤングドッチーズ（第1小）
優 勝 ドッチボーイズ（第1小）
高学年の部 準優勝 ６空ドッチーズ（第1小）
第３位 第一ホワイトウルフ
（第1小）
低学年の部

青木 義美

10月16日㈯15時開会で暖光園にて
記念例会が開催された。開会前に伊東
少年少女合唱団の素敵な音楽が耳を和
ませた。団員45名を擁する中の中学生
以上のメンバー25人くらいであったろ
うか。何曲か披露されてからみかんの
花咲く丘を全員で合唱と気遣いされたレパートリーに
も感心した。1時間の記念例会の後1時間休憩して懇親
会に移った。我々クラブからの参加は15名、総勢140
名の参加者の中には佃市長、松田東日本区理事、高田
アジア地域会長、宝田富士山部部長とそうそうたるメ
ンバーの参加には驚いた、これも伊東クラブの日頃の外
交努力の賜物であろう、どこかの国の総理大臣にも見
習わせたいものだ。更に驚きは2012〜2013年の東日
本区大会を受ける事になったようだがこれも伊東クラ
ブの勢いを感ぜざるを得ない。我々も｢頑張ろう!｣
アトラクション、くじ引き、おかまショー(メンバー
出 演 の ショーだっ
た が 見 応 え が あっ
た???）17時開始の
楽しい懇 親会も20
時には終了し二次会
へ流れました。

第33回富士山部部会に参加して
書記

インビテーション2000
例会、
イベントなどにたくさんの友人を
誘いましょう！

ワイズメンズクラブ国際協会

2010年10月〜2011年3月 東日本区EMC事業委員会
6ヶ月
熱 海 クラブ E M C 委 員 会

5555555555

Y's クリスマス家族会
日時…12月19日

17時30分〜

場所…熱海後楽園ホテル
☆皆さんご参加よろしくお願いします。

熱海ワイズメンズクラブ

青木 義美

10月24日熱海後楽園ホテルにて13時開会にて開催
された。わが熱海クラブからは11名のエントリーであ
る。総参加人数は140名、松田東日本区理事、原直前、
河合次期、田中東日本区書記他多数の各役員が顔を揃
えた。宝田部長の人徳でもあるし東日本区の富士山部
への力の入れようが伺われるすごい部会であった。
特に印象的な第２部での｢海辺のコンサートin熱海｣
に触れよう。富士宮にある星陵高校吹奏楽部の演奏会
で、部員数は53名だそうだが今回は35名の陣容で臨
んでくれた。観客は我々メンバー140名と一般客総勢約
400名であった。｢ルパン３世のテーマ｣でのオープニン
グで指揮者の駒田先生のモーツアルト顔向けの衣装と
かつらのパフォーマンスにまず笑った。学生も真紅のブ
レザーで統一し演奏中も左右のスイング、上下の躍動そ
してステップには素晴らしい演奏と共に驚かされた。更
に更にこの演奏者の何人かは交互に演奏を中止し、曲
に合わせた衣装でダンス・パフォ−マンス・パントマイム
等々ディズニーランド顔負けでした。10分程の休憩を
挟んで２時間30曲あっという間でした。実によく練習
を重ねてきているよ
うで多くのコンクー
ル で 受 賞 さ れて い
るのも当然である。
久々に感動の至福の
時を過ごした。

御 結 婚 おめで と
う!!

祝ご結婚 山崎英史さん花子さん

渡辺亨君ケイさんの結婚披露宴

会長

会長

橋本 一実

平成22年10月10日㈰湯河原町福浦
のホテル・ラ・シェネガにて、我が熱海
クラブメンバーの山崎英史さんと菅沼
花子さんの結婚式及び披露宴が厳かに
開催されました。
熱海クラブからは中山・山田(賢)・澤
口、そして私が参列させていただきました。朝から小雨
が降っていましたが、まるで式を待っていたかのように
開式直前に雨は上がり清々しく暑いほどの好天に恵ま
れました。
新郎山崎英史君は、早朝野球のキラーズ、熱海交通
指導員、湯の街熱海かっぱ村等多くのお付き合いもし
ていただいており、ワイズメンズクラブを紹介して下
さったのは山崎君で私の親でもあります。ということは
現在会長を仰せつかっておりますが11年間のワイズ活
動の原点は山崎ワイズから始まっているわけで、恩人と
いうことになります。また、早朝野球のキラーズでは、
お互い三振の山を築きあげた友情もあり、私とは年齢
も一つしか違わず、同世代。皆さんご存じの通り、他に
も熱海市消防団や御鳳輦の会長も務めており、人望も
厚く努力家で優しい人柄です。
披露宴会場では、いつも酔うとテンションがあがって
雄弁な彼が、緊張した表情で印象的でした。
新婦の花子さんは市内上多賀出身、大勢の親戚と友
人の方がお祝いに駆け付け祝福してくださいました。と
てもお似合いの素敵なカップルです。
二人仲良く力をあわせて明るく楽しい家庭を作って
いただきたいと思います。少子化時代に抵抗してたく
さん子どもを作ってください。ご結婚おめ
でとうございます。ばんざーい＼ (^O^) ／
※画像のお子さんはエンゲージリングを
届けてくれた甥の ｢高地悠嘉君｣ オー
シャンビューの式場で背景には初島が
見えていました。

橋本 一実

平成22年11月7日㈰熱海後楽園ホテルにおいて新
郎渡辺亨君と新婦小田カターリーナケイさんの結婚披
露宴が開催され、我が熱海クラブからは青木・札埜・中
島・池田・小松・栗本・岸・八代・鈴木(恵)・深澤・梅田・
小林・若林・松井・西部・三井ワイズと私の17名がご招
待を受け出席しました。
既に披露宴開宴前から赤ら顔のメンバー諸兄も数人
おりましたが、我らが熱海クラブの渡辺亨君の晴の門出
ということで、我慢できなかったのでしょう!(笑)
それに引きかえ、お祝いの挨拶を会長として引き受
けた私は、極度の緊張状態に陥り、新郎新婦及び出席メ
ンバーの皆様にご迷惑をお掛けしたと思います。
新郎新婦とも熱海生まれの熱海育ちで、披露宴会場
は多くの地元の名士で埋め尽くされていました。新郎渡
辺亨ワイズは市内清水町で飲食店｢まさごや｣を経営す
る38才の実業家。ここは私も時々寄らせていただくの
ですが気軽に立ち寄れるとても美味なお店です。鮪ホ
ホ肉のから揚げがお薦め。
素敵なケイさんを射止めて、渡辺ワイズの前途洋々、
披露宴数日前に｢16歳の年の差はどう?｣と聞くと嬉し
そうに、｢たまに話が合わない時も‥｣と言いつつ｢これ
だけ離れると可愛いよね〜？｣とさらに突っ込んで聞く
と、さらに嬉しそうに｢ええ、そうですね｣とのことでし
た。御馳走様。披露宴は新郎の友人の皆さんが楽しい
余興や歌を披露してくれて大変盛り上がりました。亨
君、ケイさん、二人仲良く協力して｢まさごや｣を守りなが
ら末長く楽しく明るい家庭を築き上げてください。おめ
でとうございます。

4444444444444444444

ＹＹ談義
EMC委員長

鈴木 恵次

10月13日㈬熱海YMCA青少年セン
ターにて、東日本 区会 員増 強 事 業 主
任・小倉恵一様同メネットを迎えて、メ
ンバー17名ゲスト3名(伊東クラブ、野
村主査他2名)参加。Ｋｊ法を取り入れ
｢Club Thinking Day｣をテーマとして開
催致しました。まずは例のごとく、ハプニングから始ま
りました。小倉主査、中山・西島・小原各チームリーダー
と会場準備を整え、さあメンバーを迎えようとした時、
グローリーの鈴木さん他数名、中島麗子さんまで入って
来ました。今回はダンスの日だよ〜、え〜？ダブルブッキ
ング。橋本会長共々大慌て、
何とか上の事務所で開始、小
倉主任のリードで中山B班、
西島C班、小原A班３チーム
に分かれ、それぞれワイズ活
動で良かった事、悪かった事
を各人の考えでポストイット

に記入、一人N氏を除いては、黙々と作業をしていまし
た。10分後グループごとに全員でワイワイと声を出しな
がらまとめ、最後に発表です。３グループともリーダー
が発表しました。さすがワイズメン、立派なパフォーマ
ンスでした。いつもの様に話して意見を出し合うだけ
でなく、紙に書くという方法は本心も出しやすく、貴重
な意見が多かった様です。まとめた物は橋本会長にお
預けして何かの参考にしていただきます。〆のあいさつ
もそこそこに二次会｢メキシコ｣三次会｢メルヘン｣へ、主
任・ゲストも全員同行して楽しい夜になりました。
参加されたメンバー各位どうもありがとうございまし
た。又３月頃に｢Y Y談義｣を行いますのでよろしくお願
い致します。
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熱海YMCA 10月移動理事運営委員会

2010年度 11月例会プログラム
日
会
受
司

時・
・・11月22日（月曜日） pm18:30 例会開会
場・
・・熱海YMCA青少年センター
付・
・・室伏 勲君・中村欽一君
会・
・・岸 昭秀君

〈日時〉2010年10月6日㈬,7日㈭

〈場所・コース〉
熱海〜小田原・厚木・八王子・富岡の史跡製糸工場を見学。
軽井沢エクシヴ1泊、
18時30分より夕食懇親会→翌朝7時30分
から理事会→朝食後9時30分出発→白樺湖方面→北杜市ター
シャで昼食→韮崎から大月、
御殿場、沼津、三島、熱海、帰着20時

会
長 橋本 一実君
1.点鐘
伊藤 哲也君
1.聖句朗読・開会の祈り
全
員
1.国歌斉唱・ワイズソング
草柳義則君
1.ワイズの信条
会
長 橋本 一実君
1.会長挨拶
会
長 橋本 一実君
1.ゲスト・ビジター紹介
書
記 青木 義美君
1.書記報告
津田 博之君
1.食前の祈り
1.会食
各担当委員会
1.委員会報告
1.卓話｢エイミックの活動とこれから｣ NPOエイミック理事長 小倉 一朗様
司 会 者 岸 昭秀君
1.誕生日・結婚記念日祝
親睦委員会
1.スマイル
各担当委員会
1.出席・スマイル・基金報告
B副会長 田中 秀宝君
1.閉会の言葉
会
長 橋本 一実君
1.点鐘

マイクロバスの運転は、竹内理事長、青木義美Ys、鈴木忠雄Ｙｓが
交代で運転されて安全な走行と、
2日間の秋晴れも恵まれて楽し
いバスツアーでありました。
参加者：メネット含めて23名
■ 議事報告事項
1. 英語スピーチコンテストについて
10月5日現在の受付状況：熱川中3名･熱海中7名6組（日大三島
中10名の予約あり）
10月15日が申し込み締め切りのため、
これ
からの申し込みが増える予定。
審査員：熱海高校・三島南高校のALT教師、土屋Ys、竹内理事長
（ALT外国人教師2名は県の教育委員会の了承を得て参加）
の4名。
25回記念の参加賞を原俊彦Ysに注文する。

第５回 役員会報告
平成22年11月2日㈫ 於：ワイズ事務所
参加者：15名 欠席：田中・岸・浅野
● 報告事項
1.11月例会について 卓話／NPO法人エイミック 小倉会長
1.12月19日㈰ クリスマス例会 後楽園ホテル〈1部〉17時〜〈2部〉17時半〜
1.ドッジボール最終登録 高学年13チーム・低学年4チーム 7時50分 鮨勘前集合
1.11月20日㈯ チャリティーラン 参加募集本日発送済
1.11月13日㈯ YMCAスピーチコンテスト 於／起雲閣音楽サロン
会場設営：10時半集合 開会：12時15分 ※参加者が昨年の倍の51名になりましたので時間等変更
1.11月19日㈮ 13時半〜に決定 赤い羽根共同募金協力
1.横浜クラブ80周年記念参加を後日募集予定
12月11日㈯ 15時 於／横浜中央YMCA
1.富士山部基金申請・ドッジボールで10万円申請済
1.次期富士山部国際事業主査に中島寛勝ワイズを推薦
● 審議事項
1.誕生日・結婚祝い品残少ない為後日辰巳プレミアムズより見積予定
1.ＹＹ談義決算報告 ................承認
1.十勝ジャガイモ決算報告........ 承認（残金は本会計雑収入とする）
1.クリスマス会予算案..............承認
1.日韓親善協会加盟について ....様子見
● 今後の予定
4日㈭ ＹＭＣＡ運営委員会
6日㈯ ドッジボール大会
7日㈰ 渡辺ワイズ結婚式
8日㈪ 会報委員会
13日㈯ スピーチコンテスト 於／起雲閣 12時15分開会
15日㈪ 会報委員会・親睦委員会
20日㈯ チャリティーラン 御殿場東山荘8時集合
22日㈪ 例会（センターにて）
24日㈬ ワイズゴルフ
27日㈯ クリスマス会対策・全体会
● 次回役員会

12月2日㈭19時半〜

12月例会担当予告

例会日／12月19日㈰
於／熱海後楽園ホテル

＊1部…12月例会 ＊2部…クリスマス家族会
受
付 下田孝治君
聖 句 朗 読
同
上 岸 昭秀君
開 会 の 祈 り 澤口恒康君
食前の祈り 二見康一君
司
会 中村欽一君
閉会の言葉 池田直文君
信
条 三井敏正君
熱海ワイズメンズクラブ

ホームページ ▶

6時30分出発

2. 第2回チャリティーラン準備の現状報告 長谷川委員長より
各クラブを回り、
チラシ配布と説明に訪問しております。
参加チームはスポンサー企業とも30チームを予定、
熱海クラブ
は2チーム参加を願いたい。
当日の手伝い要員を増やすため前夜祭を盛り上げます。マグロ
の解体ショー他、
計画しております。
当日はコースの整理員として大勢のスタッフが必要です。
ボラン
ティアを含めて60〜70名は欲しいと存じます。多数のメンバー
の参加を要望します。

記録：総務 森

10月 例会だより
CS･TOF 委員会

大川貴久

今月は熱海クラブ・熱海グローリークラブ・湯
河原クラブの3クラブ合同例会です。
そして、
今回は湯河原クラブがホストの為、
開会は
7時、熱海クラブはバスをチャーターしてちょっとしたバス旅行気分
でいざ出発！
！
例会はグローリークラブ・湯河原クラブと合わせて約70名の例会と
なり、湯河原クラブの北村会長の点鐘で始まり厳粛に例会は進行！？
（実は此処だけの話ですけどハプニングの連続で・
・・これ以上はいえ
ませんけど）各クラブの会長挨拶、書記報告とスムースに流れグロー
リーの二見直前会長による乾杯で会食！ここウェルシティー湯河原の
食事は結構美味しかったです（熱海クラブの例会場の食事と比べる
と）会食中は少しアルコールも入り会場内は和気あいあいと交流を深
めていました。
例会の締め括りはみんなで歌おう!グローリーの池島・藤間バンドで
ヴォーカルは金森＆全員で大きな声で2曲も歌ってきました。本当に
気持ちよかったです。
帰りもバスで熱海へ、
今月
は2次会が無いのでそこ
から先は自由行動って
ことで気のあった仲間と
ネオン街へ消えて行きま
した。
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