
TH
E Y

’S M
EN

’S CLU
B

O
F A

TA
M

I
TH

E Y
’S M

EN
’S CLU

B

O
F A

TA
M

I

TO ACKNOWLEDGE
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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

Vol.546

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

ルカによる福音書　6章37節～38節

二見康一君・裕子さん1日

2010

12

「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

人を裁くな。そうすれば、あなたがたも裁かれるこ
とがない。
人を罪人だと決めるな。そうすれば、あなたがた
も罪人だと決められることがない。
赦しなさい。そうすればあなたがたも赦される。
与えなさい。そうすればあなたがたも与えられる。

強調月間
ＥＭＣ・ＭＣの月

Strong ties & Enjoy the wonderful club life!

11月例会報告

BF基金

スマイル YMCA基金

10月メーキャップ 10月訂正出席率

在 籍 者

療養会員

広義会員

出 席 者

ビジター

ゲ ス ト

メ ネ ット

メーキャップ済

出 席 率

46名

1名

1名

43名

1名

1名

0名

0名

97.67％

計46名

11月

累計

74,000円

456,000円

11月

累計

2,662円

18,029円

11月

切手

累計

 　0ｇ

 　0ｇ

2名 100％

現金

累計

36,000円

244,000円

池田直文君　　　　鈴木道夫君21日 21日

後藤順子さん
小原衣鈴さん
浅野佳緒さん

・・・・・・・・・・メネット・・・・・・・・・・

1日
2日
8日

10日
18日
23日

津田正江さん
栗本恵理子さん
小松真弓さん



　小春日和の11月19日㈮午後１時30
分より清水町グルメシティー熱海店前
にて実施。当日の一番乗りは、津田
ワイズ「ご苦労様です」と声を掛ける
と、「おう、お疲れさん」と言いつつ、
ちょっと買い物してからとの事、流石

ベテラン、時間を無駄にしません。次の到着は悠然とし
た、大きなゴールデンレトリバー（名前はジロー）と共
に会計札埜ワイズ。ジロー君の近況でしばし盛りあがっ
ている間に、続々とボランティア精神あふれるワイズ
の善男の集結です。勿論、橋本会長・田中副会長以下、
各役員さん等合計15名でした。日中の仕事の合間に時
間を調整しての参加、誠に有難うございました。約１時
間でしたが、集まった浄財がなんと27,586円。まだま
だ熱海市民の愛情も捨てたものではないなと実感しつ
つ、来年もジロー君の元気な参加を祈りまして散会いた
しました。皆様、お疲れ様でした。

◆理事長あいさつ
　先きの移動理事会には23名の参加で、群馬県富
岡の生糸工場の見学、明治５年当時の建物や施設を
見学しました。軽井沢他旅程通りに、青木ys、鈴木
ysに運転をお願いし安全に楽しい旅行でありました。
　11月はスピーチコンテストとチャリティーランと
大きな行事があります。今日の主な議題ですので、
ご協力をお願い致します。

◆担当理事報告
青木委員…熱海クラブのドッジボール大会は11月6	
	 日㈯	南熱海マリンホールに於いて開催。	
	 高学年14チーム・低学年4チームが参加。
末吉委員…伊東クラブのドッジボール大会は11月20日	
	 	に実施。食事として例年のように1,000	
	 	食のカレーをメネットが用意します。
　　　　　スピーチコンテスト参加生5名を引率しま
　　　　　す。
大村委員…ＣＳ活動の一環として、三島市市民ふれあ	
　　　　　い広場に参加。
井上委員…富士市福祉まつりに参加。11月23日富	
　　　　　士山エコヴィレッジの行事に参加予定。
赤池委員…市内浅間神社大祭に灯籠を作成し参加。
藤井委員…山梨Yの秋期キャンプにセンター会場を
　　　　　提供、寝具を配慮する。
井堀委員…パソコン教室は11月で2学期が終了。
　　　　　Ｆニュース発行は11月末を予定します。
高橋委員…姫の沢のマーク看板周辺の草刈り実施。
鈴木健･江間…会員増強、維持会員申し込み用紙とF
　　　　　ニュースを同封します。各クラブ始め会
　　　　　費納入が少ないので協力依頼呼びかけ。
永田委員…こどもパフォコン、11月27日㈯12時〜
　　　　　静岡英和女学院に於いて。

◆第25回スピーチコンテストについて
参加状況…17校53名及び模範スピ1名。昨年の
50％増。開会時間を繰り上げて12:15分開会。座
席に番号着け、出番順に前に5人づつ座る。
会場が飲食不可の為、生徒は昼食を済ませて入場す
る、その旨を学校へ連絡する。（森）
別紙の役割分担を再確認した。永田委員より静岡県
知事賞1枚、県教育委員長賞状を各1枚受領する。（10
日までに藤間ysへ）追加記念品2個用意。（森）

◆第2回チャリティーランについて　長谷川委員長
11月7日東山荘において準備委員長会議。各クラブ
会長も参加する。
協賛企業、団体に東山荘所長と巡回しPRに努めます。
協賛金まだわずかしか有りませんので皆さんのご協
力を、日がないので最後の呼びかけを依頼。

赤い羽根共同募金
CS･TOF委員長　岸	昭秀

熱海ＹＭＣＡ11月理事・運営委員会議事録
2010年11月4日㈭　

於：熱海YMCAセンター　記録：総務	森

St
ro

n
g

 t
ie

s 
&

 E
n

jo
y 

th
e 

w
o

n
d

er
fu

l c
lu

b
 li

fe
!

ワイズメンズクラブ国際協会
東日本区EMC事業委員会
熱海クラブEMC委員会

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！

2010年10月〜2011年3月
6ヶ月

富士宮ワイズメンズクラブ 15周年記念例会
日　時：2011年1月25日㈫　午後7時〜
場　所：パテオン	2階	(富士宮市	錦町)
　　　		TEL.0544-28-2533

委員



　平成22年11月13日㈯	熱海YMCA
英語スピーチコンテストが熱海起雲閣
音楽サロンにて開催された。今回は県
東部の伊豆の下田・熱川・伊東から三
島・沼津・県中部の静岡・焼津・県西部の
浜松まで県内の広い地域の中学校から

50名の参加を得て、教諭・父兄の傍聴約60名、ワイズメ
ンバー30名（熱海ｸﾗﾌﾞ橋本・青木・栗本・大川・鈴木他）、
計140名余と例年に比べ多数の参加がありました。市
内からは熱海中・小嵐中の参加があり、山田修司ワイズ
の孫娘一村奈々実さん、中島（洋）元ワイズの孫娘中島
茉子さんが参加しておりました。10時から熱海クラブ・
熱海グローリークラブメンバーにより会場設営を始め
て予期せぬ配置変更がありましたが、11時30分受付開
始に間に合うことができました。コンテストプログラム
は予定通り12時15分本多留美さん（森コメット）の英
語による司会から始まり、竹内敏朗YMCA理事長挨拶・
審査員（竹内敏朗YMCA理事長・土屋恒夫YMCA理事・
アレシア　マラガ三島南高校ALT教諭・ケレン　ロック
熱海高校ALT教諭）紹介・スピーチコンテストを全て英
語にて進行され、午後5時閉会し、5時30分後片付けを
完了しました。
　コンテストは暗唱の部13名、自作の部36名にて行な
われ、模範スピーチ（県代表）のﾌｪﾙﾅﾝﾃﾞｽ･ｳｴﾍﾞﾙﾁ･ﾐﾔｼﾛ君
（浜松市立佐鳴台中）には特別賞が贈られました。審査
結果は下記のとおりでした。（敬称略）

　11月20日㈯	御殿場・東山荘におい
て、第２回目のチャリティーランが開催
されました。当日ドッジボール大会を開
催した伊東クラブ以外の富士山部内の
全クラブを含む20チームが参加しまし
た。熱海クラブは橋本会長・小原ワイ

ズ・小原コメット・ボク（小林）とグローリークラブに応
援参加していた陽光の園の職員の井口昌彦さんの５名
で精一杯走ってきました。

　東山荘の外周（一部市道を含む）1500mは上り下り
の険しい道のりで、真っ白になった富士山や真っ赤なも
みじを見ながらなんて余裕はまったくありませんでし
た。
　結果はルールの関係上熱海
グローリークラブでした。熱
海クラブは、３番目に帰って
きましたが、結果は？
　選手以外にも、東山荘の職
員や熱海YMCAの理事さん、
御殿場クラブはメネットも含
めて手伝い、応援に参加しま
した。（熱海では、森・鈴木道
夫・青木ワイズ）前夜祭では
マグロ解体ショーなどイベント
も盛大で、晴天の初冬の２日間大いに楽しみました。
　当日東京から参加された、ヒストリアンの吉田ワイズ
が、“ヒストリアンズ・ヴュー"20号に様子を載せていま
す。
　来年こそは優勝しましょう(̂ o )̂

熱海YMCA第25回中学生英語スピーチコンテスト
YMCA・ASF副委員長　鈴木	道夫

第２回チャリティーランin御殿場
YMCA委員長　小林	秀樹

熱海ワイズメンズクラブ

♦静岡県知事賞
　山角龍歌	（静大教育学部付属浜松中）
♦静岡県教育長賞
　片山光明	（三島市立錦田中）
♦自作の部３年
　優 勝　ウエキヤスミン	（焼津市立和田中）
　２ 席　渡辺紗英子	（熱海中）
　３ 席　黒川翔伍	（小嵐中）
♦自作の部２年
　優　勝　富樫華子	（加藤学園暁秀中）
　２ 席　岡本駿人	（日大三島中）
　３ 席　宮本志都	（三島北中）
♦自作の部１年
　優 勝　穂積さくら	（加藤学園暁秀中）
　２ 席　名合史子	（加藤学園暁秀中）
　３ 席　安藤加奈子・中島茉子	（熱海中）
♦暗唱の部３年
　優 勝　佐古麻綾	（小嵐中）
　２ 席　八木梨沙	(東伊豆町立熱川中)
　３ 席　山崎直子	（伊東市立南中）
♦暗唱の部２年
　優 勝　朝倉日菜	（伊東市立南中）
　２ 席　藤井杏圭	（三島市立北中）
　３ 席　渡邉千晶	（小嵐中）
♦暗唱の部１年
　優　勝　荻島瑞木	・	一村奈々実	（小嵐中）



平成22年12月2日㈭　於：ワイズ事務所
参加者：13名　欠席：浅野・岸・小松・田中・中島

1.12月クリスマス家族会(還暦・皆出席祝いの披露)
　2日現在参加者 メン29、メネ14、大人コメ5、小・中18、計63人
1.12月15日㈬　熱海市民安全大会　後日、岸CSより詳細発表
1.11月19日㈮　赤い羽根共同募金報告　15名参加 ¥27,586－
1.11月13日㈯　スピーチコンテスト報告　10名参加
1.11月20日㈯　チャリティーラン報告 　8名参加
1.12月11日㈯　横浜クラブ80周年状況（青木書記・小原主任予定）
1.  4月16日㈯　京都パレス40周年参加　於／ホテルオークラにて
1.    1月2日㈫　富士宮クラブ15周年参加 
1.年賀広告掲載 2万円×2クラブ×2社（熱海クラブ4万円支出）
1.スキー教室募集開始
1.1月16日㈰　富士山部役員会・評議会　詳細後日

●審議事項
1.ドッジボール大会報告・決算................................. 承認
1.誕生日・結婚祝い記念品サンプル＆見積もり.......発注承認
1.還暦祝い（クリスマス家族会で）該当者6名 ............. 承認
1.皆出席表彰、該当者8名 ..................................... 承認

●今後の予定
3日㈮　会報委員会
6日㈪　クリスマス責任者会
8日㈬　9時～障害者の日開場式（青木参加）
10日㈮　会報委員会
11日㈯　横浜クラブ80周年（青木・小原参加）
12日㈰　正月飾り
15日㈬　市民安全大会パレード・クリスマス全体会
16日㈭　会報委員会
19日㈰　クリスマス家族会
1月16日㈰　富士山部役員会・評議会

●次回役員会　1月6日㈭19時半～

●報告事項

日　 時・・・12月19日 （日）　pm17:00 例会開会
会　 場・・・熱海後楽園ホテル
受　 付・・・下田孝治君・岸 昭秀君

2010年度 12月例会・クリスマス家族会プログラム

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.委員会報告
1.点鐘

橋本 一実君
澤口 恒康君
全 員
三井 敏正君
橋本 一実君
橋本 一実君
青木 義美君
各担当委員会
橋本 一実君

会　　長

会　　長
会　　長
書　　記

会　　長

　今月は例会場をいつものニューフジヤHではな
く、YMCAセンターで行いました。今回の食事は渡
辺亨ドライバー委員長の実家である『そば悦』さん

の天丼で、ニューフジヤの食事よりおいしいと大変好評でした。
　ビジターは京都パレスクラブより、人見ワイズが来られ、40周年記
念例会への参加願いを兼ねての訪問でしたが、私事ですが、4月16日
は、伊豆山神社例大祭の為、出席できません。熱海ワイズの皆さん春の
京都へ大勢で出席して上げて下さい。
　卓話は、小倉一朗さんが、NPO法人エイミックの事についての紹介
説明があり、熱海と温泉の活性化に
よる町づくりのスピーチで、すばらし
い団体だなと、感心しました。
　例会後の二次会は、鈴木ワイズの
メルヘンで、雨とお迎えの車サービス
もあって、人見ワイズも参加し、28名
の大勢で大変盛り上がった一夜を過
ごせました。

第６回 役員会報告

幹事　小松　巌　

例会だより11月

12月例会

クリスマス家族会

司 会 者 中村　欽一君

司会・進行 後藤軍治君・大澤光夫君

日　時：2011年4月16日㈯　午後4時～
場　所：京都ホテルオークラ

期 間＊ 2011年2月11日(祝・金)～12日(土) 【1泊2日】
場 所＊サンメドウズ 清里スキー場
主 催＊熱海YMCA・熱海ワイズメンズクラブ

京都パレス40周年記念例会

information

いよいよメインイベントが
雪とともにやってくる !!2010年度

熱海YMCAスキー教室
参加募集！

今年の冬は、スキーに
チャレンジだ！

第1部

第2部

小原進一
山田賢一

津田博之

中山良雄

澤口恒康下田孝治
西部愼介
松井清一

2010年6月30日現在前年度皆出席表彰 (5年単位)

15年

5年

25年

20年

30年

CHARTERED.DEC.15.1963
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

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

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

受　　付

同　　上

司　　会

信　　条

中山良雄君
西島智仁君
栗本治郎君
大川貴久君

山田賢一君

聖 句 朗 読
開会の祈り

1月例会担当予告

閉会の言葉 田中秀宝君
食前の祈り

小倉幹史君

例会日／1月24日




