
　今期最後の親睦事業として、5月12日㈭
に割烹料理竜田にて、6時30分より、中山、
津田、西部、小松、栗本メネット、橋本会長、
札埜会計、栗本IBC、BF委員長、親睦委員
から中山、大澤ワイズ、私八代の11名の参
加をいただき開催されました。

　橋本会長の挨拶、中山ワイズの乾杯で美味しい料理を
食べながら、メネットの皆様の色々な情報、お話を伺いな
がらまたたく間に時間が過ぎ、最後は皆美味しかったね。
お腹苦しいねと同じ言葉。そして大澤ワイズの中〆で終了
致しました。今回は、札埜会計の顔（ひげ？）で格安でやっ
ていただきました。札埜会計有難うございました。
　ご参加ご協力いただきました皆様、有難うございました。
　この事業をもちまして親睦事業は終了しました。私に
とって初めての事ばかりで行き届かない事が多々有りまし
た事を深くおわび申し上げます。
　種々の事業を通じて一年間ご支援ご協力有難うござい
ました。

　6月4日(土)朝6:30分、西島ワイズと私
(池田)は、大川ワイズの運転で熱海を出
発、途中次期梅田書記を乗せ、４名で松本
へ向かった。甲斐善光寺に行った事がな
いと西島ワイズが言うので、お参りに寄り
(武田神社も)、大会会場には、ちょうどバ

ナーセレモニーが始まる頃に、到着した。我が熱海クラブ
のバナーは、各日本区大会の表彰ワッペンがいっぱいで
大きく、橋本会長と青木書記の二人掛かりで壇上に上が
り、盛大な拍手を貰っていた。
　休憩の間にホテルへ行きチェックインを済ませ、再び
会場へ。晩餐会では信州大学のワッショイで始まり、河
合次期理事の乾杯で始まった。時間が押していたので、熱
海ナイトの会場へと中座して向かった。
　翌日は、我が熱海クラブの小原ＣＳ事業主任による、報
告と表彰があり、素晴らしい立派なスピーチでした。
来年は、伊東クラブがホストして、伊東の観光会館及び
ホテル聚楽にて、第15回東日本区大会が行われる。親ク
ラブとして、大勢で参加して盛り上げていきたいと思いま
すので、皆様宜しくお願い致します。
　橋本会長・小原ＣＳ事業主任、一年間本当にご苦労様
でした。そして、ありがとうございました。
　追伸　大川ワイズ、運転ご苦労様でした。いつものあ
の大川さんらしからぬ安全運転で無事帰ってこられまし
た。他クラブ訪問等これからも宜しくお願いします。有難
うございました。

　6月4日・5日、3班にて分乗の参加で
あった。東日本区地域事業主任の小原氏
は３日より、橋本会長と私＆メネットは代
議員会出席の為4日１1時までの集合、息
子さんが松本へ勤務している鈴木道氏は
単独で参加、そして次期を担う池田・梅

田氏と西島・大川氏の４名は後続組の以上９名のエント
リーであった。今回の大会の大きなターゲットは何と言っ
ても3月11日発生した震災の「東日本大震災被災者支援」
であった。当初のプログラムのお祭り的イベントをかなり
縮小し経費削減で時間も切り詰め目標を震災対策へ絞り
込んだ内容であった。少々厳しい時間割であったが関係
各位のご努力で心のこもった内容でまとめる事が出来て
いた。赤澤睦子会長以下15名でほんとによくまとめたも
のだと感心した。私が今回一番期待していた菅谷昭（すげ
のやあきら）松本市長の特別講演を紹介して大会報告と
させて頂きます。
　当初からこの講演は予定に入ってなかったが震災＝原
発を題材に赤澤松本クラブ会長の人脈で公務多忙な菅谷
市長に講演依頼を受けてもらったようだ。ご覧になった
方もいると思うが何年か前の「プロジェクトＸ」に出演し
た信州大卒の医師である、５年あまりのチェルノブイリで
の被ばく患者の治療に従事した経験を含め市長２期目の
現在何年も前から放射線被ばくの恐ろしさを訴えてきた
方だ。最近はよくマスコミにも登場し辛口の評論に私も感
心させられている。
　それでは本文に入ろう。なんと言っても子供達・妊産婦
の健康被害を心配している、又ヨード剤の服用を大至急
必要とする。日本国は今や汚染国であるという事実を認
識し責任追及よりも国民の安全、特に乳幼児、「今は安
全」なんて言ってない！チェルノブイリでも２５年もたった
今放射線被害により甲状腺ガンを発症し疲れやすいとか
傷が治癒し難いとかの症状が続いている。当時すぐヨー
ド剤を適用させた隣のポーランドでの発癌率は10％程度
だ。政府は早く正確な情報を国民に提供し国民が自分自
身で健康管理が出来る体制を作らないと第２のチェルノ
ブイリになってしまう。内部被ばくの怖さをもっと認識す
べきだ・・・というような内容であった。
　橋本会長も耳が痛そうであったがこの１日がこれからの
県政に生かしてくれる事を期待し橋本年度最後の超ビッ
クイベントを終了出来ました。随行の皆さん、そして陰で
段取りに奔走してくれた渡辺プロドラ委員長ご苦労様で
した。（お土産なくてごめんね）

メネット慰労会
親睦委員長　八代 一雄

東日本区大会参加 (Ⅱ)
次期会長　池田 直文

第14回東日本区松本大会へ参加して
書記　青木 義美
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東日本区表彰 受彰一覧
c理事表彰c

c 会員増強事業表彰 c

c 地域奉仕事業表彰 c

c 国際 ･ 交流事業表彰 c

c ユース事業表彰 c

c 達成賞 c

ブリテン賞 − 優秀賞

TOF ファミリーファスト協力賞

ユース支援賞

C  S (一人あたり目標額:1,250円)
B  F (一人あたり目標額:2,000円)
TOF (一人あたり目標額:1,300円)
ASF (一人あたり目標額:   500円)

EMC-M（新入会員獲得）− 努力賞
EMC-C（出席率）− 最優秀賞（100%達成！）

CS年賀切手収集貢献賞
　第1位:中島寛勝(1206枚)  第2位:安田克己(270枚)
一人あたりCS献金貢献賞 − 第4位
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受　　付

同　　上

司　　会

信　　条

森　重男君
浅野祥司君
後藤軍治君
西部愼介君

深澤勇弘君

聖 句 朗 読
開会の祈り

7月例会担当予告

閉会の言葉 田中秀宝君
食前の祈り

二見康一君

例会日／7月25日

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.東日本区表彰伝達（会長より担当委員長へ）
1.食前の祈り
1.会食
1.委員会報告
1.銀婚式・金婚式祝い
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
1.ギャベルの引継ぎ　　　　　　　　 橋本会長より池田次期会長へ
1.新旧4役バッジ交換　　　　　　　　 会長・副会長・書記・会計

定時総会（次年度事業計画、予算案発表・承認、その他）　議長 橋本一実君

橋本 一実君
大川 貴久君
全 員
山崎 英史君
橋本 一実君
橋本 一実君
青木 義美君
橋本 一実君
西島 智仁君

各担当委員会
橋本 一実君
中山 良雄様
親睦委員会
各担当委員会
池田 直文君
橋本 一実君

会　　長

会　　長
会　　長
書　　記
会　　長

会 　 長
司 会 者

A副会長
会　　長

日　 時・・・6月27日 （第4月曜日）　18時半 例会開会
会　 場・・・熱海ニューフジヤホテル
受　 付・・・山田賢一君・八代一雄君
司　 会・・・中山良雄君

YMCA 5月理事・運営委員会／第38回総会議事録
2011年5月29日㈰　於：熱海YMCAセンター　記録：総務 森　

■議題
1.総会の役割分担　司会 鈴木健之君他プログラム通り実施。
2.理事改選の件　任期満了に伴う改選
　理事長推薦理事…竹内敏朗、藤間孝夫、鈴木道夫、八嶋康、的場
　　　　　　　　　武彦　以上5名、全員の賛成で決定。
3.監事改選の件
　理事長推薦監事…稲田精治、鈴木昇　以上2名、全員の賛成で
　　　　　　　　　決定。
4.運営委員交代
　湯河原担当　（新任）北村文雄君　（退任）南　武好君
　伊 東 担 当　（新任）向井信男君　（退任）末吉逸男君
　富 士 担 当　（新任）鈴木靖己君　（退任）井上暉英君
　会 計 担 当　（新任）西川　正君　（退任）池島恒夫君

■議事
第1号議案　2010年度　事業報告
第2号議案　2010年度　会計報告
第3号議案　2010年度　監査報告
第4号議案　2011年度　事業計画案
第5号議案　2011年度　収支予算案
第6号議案　2011年度　理事改選の件
第7号議案　2011年度　監事改選の件
第8号議案　退任理事に感謝状贈呈、新任運営委員紹介

■第２部
卓話「インドトリバンドラムＹ訪問報告」  長谷川委員より報告あり

■竹内理事長あいさつ
　第38回NPO法人熱海ＹＭＣＡ総会に多くのご出席を戴き誠に
有難う御座います。台風2号の接近で強風と雨の中を、遠方富士、
富士宮、下田、御殿場等、各クラブのご参加に重ねて御礼申し上
げます。
　この熱海YMCAは、1963年熱海ワイズメンズクラブ10周年を
記念して1973年に設立され、初代理事長を藤間孝夫君、2代目
理事長に元市長の内田滋さん、3代目に私、竹内敏朗が担当して
居ります。その後約10年前に監査役の稲田精治君の格別な、お骨
折りでNPO法人化しました。
　専従職員を置かないＹＭＣＡとして、ワイズメンズクラブ富士山
部11クラブのメンバーの支えで、青少年プログラムを中心に初
期の目標に向かって引き続きメンバー1人1人が努力し皆で造り
あげてまいりましょう。

［八嶋理事］俳句の会、韓国語教室開催。
［赤池委員］かみあかり、茶畑コンサート開催。
［大村委員］東日本大震災の見舞い物資を仙台Ｙへ送った。
 部長及び部3役をYMCA運営委員に加入させるべき

提案あり、次回まで検討する。
 チャリティランの全国開催実績表300部受領しまし

た、各クラブへ配布します。第3回CLのパンフは8月
に配布、9月中に30チームの目標で参加募集、三菱、
富士通等へ協賛依頼に巡回します。

［青木委員］熱海クラブ青少年キャンプ、 7月30日・31日姫の沢
　　　　　キャンプ場にて実施。
［向井委員］伊東クラブ青少年キャンプ、7月30日・31日市桜の里
　　　　　キャンプ場にて実施。

   

■担当報告

井上副実行
委員長
長谷川実行
委員長

第12回 役員会報告
平成23年6月2日㈭　19～20時役員会・20～21時半懇親会
於：善作　参加者：17名　欠席：浅野

●報告事項
1.６月例会の件（定時総会あり）
　メネット参加無料招待.............................................承認
1.第１４回東日本区松本大会の件　９名
  （橋本・青木・青木メネ・池田・梅田・小原・大川・鈴木道・西島）
1.会計中間報告
　次年度への残金引継ぎ時期等は今期会計・次期会計で相談
1.制服作成中間報告　40着くらいで25，000円 ..............承認
　（但し10,000円クラブ負担・15，000円個人負担）
　26日最終例会で各自の注文受付
　ボタンのみクラブ負担（200ケで￥105，000－型代共）..承認
1.富士山部役員会・評議会報告　　　　　　　　
1.次期富士山部評議会報告　　　　　　　　　　
1.次期行事報告　
●審議事項
1.メネット会決算報告.................................................. 承認
1.金婚式・銀婚式祝予算案 ............................................ 承認
　銀婚式（橋本）楯13，500円
　金婚式（西川・森）楯13,500×２台＋５万円商品券×２
1.東日本大震災チャリテイーコンサート（6月18日）応援宜しく
●今月の予定
6月 4日㈯　第14回東日本区松本大会

5日㈰　　　　　　〃
7日㈫　会報・ＡＳＦ・プロドラ委員会
9日㈭　親睦委員会

  　14日㈫　会報委員会（打上げ）
  　21日㈫　次期役員会
  　23日㈭　親睦・会報委員会
  　24日㈮　次期６役会
  　27日㈪　最終例会（定期総会）
  　29日㈬　ワイズゴルフ（伊豆大仁）

出席22名他、部長、次期部長も参加

〈13時～15時半　熱海YMCA 第38回総会〉

〈11～12時　熱海YMCA 理事・運営委員会〉




