Audere est Facere - To dare is to do

東日本区理事主題
「ワイズライフを楽しもう！そして飛躍を」
富士山部部長主題
「ワイズ活動・笑顔で参加！」

THE SERVICE
CLUB OF
THE YMCA

国際会長主題・アジア地域会長主題
「とにかくやろう成せば成る」

ATAMI

THE Y’S MEN’S CLUB

OF
熱海クラブ会長主題『大いに語ろう』
郷土と子供たちの為に！

Let’s talk freely - for our hometown and out children
今月の聖句
しかし私は、あなたがたに言う
敵を愛し、迫害する者の為に祈れ。
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三井敏正君
室伏 勲君
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田中秀宝君
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強調月間
CSの月

・・・・メネット・・・・
10日 安田美千代さん
22日 深澤弘美さん
27日 橋本弘恵さん
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〈例会日〉
毎月第４月曜日
PM6:30〜9:00
〈会 場〉
熱海後楽園ホテル
TEＬ.0557-82-0121

熱海YMCAサマーキャンプ 姫の沢〈7月30日･31日〉
青少年委員長

深澤 勇弘

今年のサマーキャンプは3月11日におこった東日本
大震災を機に、地域の子供たちにテント生活を体験し
ながら防災意識を高めてもらおうという会長の意向で
防災に関係するプログラムを盛り込んだサマーキャン
プになった。
初日の30日は熱海市役所から山田さん、椎野さん
の2名に来ていただき放射能測定のやり方や一日に受
けても良い放射能の数値を教えていただいたあと子
供たちが放射能測定器を使いアスレチック場の遊具や
土、木などを測った。0.19ミリシーベルト以下が安全
となる。実測は高いところで0.12ミリシーベルトで子
供たちは熱海の土壌が安全なことを確認できた。
陶芸教室では思い思いにお皿に絵を書いて楽しんだ
あと、夕食のカレー作りの準備を班ごとに取り掛かっ
た。今年は子供たちの料理が上手だったのかメンバー
のコーチが良かったのか、はたまた青木ワイズが用意
した食材が抜群だったのか、カレーは飛ぶように売れ
子供たちは残さずペロリとたいらげた。
途中から降り出した雨のためキャンプファイヤーは
プレイルームでのキャンドルサービスに変更となったが
浜松大学からきたリーダー（浜松大学4年生：太田晴
香さん、平賀彩子さん）たちがピアノを弾いてくれて、
歌ったり踊ったりと楽しくリードしてくれた。
翌日の朝方には福島でまた震度5弱の地震が起き
た。姫の沢も揺れたが大した影響もなく事なきを得た。

東北の人たちは眠れぬ夜を今も送っていることだろう。
31日は大型バスで静岡の防災センターに向かった。
防災センターでは津波のシュミレーションや震度6強の
地震の体験、耐震補強の大切さや水や非常食の備蓄な
どを学んだ。
東北はまだまだ復興の兆しもないが、8月1日未明に起
きた駿河湾沖の大きな地震もあり我々もいつ被災者に
なるかもしれない。今回のキャンプは異色ではあった
がとても有意義なキャンプとなったのではないかと思
う。
最後にキャンプに参加していただいたメンバー、メ
ネットの皆さん、差入れを提供していただいた方々、
本当にありがとうございました。
また、スキー教室が2月11日㈯12日㈰にありますの
で、ご協力をお願い致します。

慰労激励会

第１回富士山部役員会・協議会

親睦委員長

日時：2011年7月17日㈰ 会場：富士宮 パテオン 記録：書記 梅田

村瀬 善之

7月6日に玉の湯ホテルさんで新旧
慰労激励会が行われました。橋本直前
会長、青木直前書記、札埜直前会計さ
んの旧3役の皆さんをはじめ、池田会
長、梅田書記、鈴木道夫会計の新3役の
方々を正面に26名の方に参加していた
だきました。今期から親睦委員長に任命された僕は、始
めてワイズの諸先輩方を前に司会をすることになり朝
から落ち着かず、開会の時間がせまるにつれて緊張が
高まっていました。橋本直前会長をはじめ諸先輩方が
いつも原稿ひとつ見ないで流暢にお話されている姿に
憧れていたので自分もそれに習いたいと何ももたずにマ
イクに向かいました。ところが開会早々3分程で覚えた
セリフが全部とんでしまい、まっ白になってしまいまし
た。やはりまだ慣れないうちは原稿を持って話さなけれ
ばと自分の未熟さに反省しています。旧3役さんへの花
束贈呈式では、いるはずの青木直前書記の姿がなく、
ここでも“台本通り”に進まず、近くにいた小林ワイズが
機転をきかせて代役を務めてくださりとても助かりまし
た。玉の湯ホテルさんの宴会場はとても広々としていて
新旧3役の方々のお言葉をいただいた後は皆さんあち
らこちら自由に席を移動され和気あいあいと慰労・激
励されている様子でした。また飲物等多数の方が差し
入れをして下さり本当にありがとうございました。池田
さん年度はまだ始まったばかりですが今日の反省を今
後に生かして1年間いろいろ頑張りたいと思います。新
米委員長ですがどうぞご指導、ご協力お願いします。

熱海ワイズメンズクラブ

報告

【第１号議案】
2011〜2012年度富士山部役員承認の件................ 承認
【第２号議案】
2010年度富士山部一般会計及び特別会計決算案承認の件...... 承認
【第３号議案】
2011〜2012年度富士山部一般会計及び特別会計予算承
認の件............................................................. 承認
【第４号議案】
2011〜2012年度部長、各委員、各クラブ会長活動方針承
認の件............................................................. 承認
【第５号議案】
国際・交流基金申請のお願い
提案者：国際交流事業主査 中島 寛勝ワイズ
〈内容〉
インドBF代表P.V.Kurianさんご夫婦訪問 8月17日
〜19日2泊3日の接待に伴う費用を、富士山部国際・
交流基金から100,000円支出を。
. ................ 承認
【第６号議案】
役員会・評議会議案の事前配布依頼
〈趣旨〉役員会及び評議会が同時開催になっている為、当日
出席のクラブ役員が、クラブ代表意見とならない場
合があり決議の賛否に加わることが出来ない。
〈内容〉議案提出期限を役員会・評議会の開催一ヶ月前とす
る。富士山部役員会として議案をまとめ、各クラブ会
長へ配布し各クラブで検討する。
各クラブ役員は、クラブ代表意見として賛否に加わる。
・・・第2回役員会・評議会へ継続審議。各クラブで検討する。
【第７号議案】
富士山部次次期部長（2013年度）選出の件
〈内容〉2013年度はＡグループ（熱海・グローリー・湯河原）
の中から選出........................................... 承認

子供たちの感想
第一小学校 1年 ふたみほたか
きゃんぷのひのかみさまがしゃべってすごかった。かれいが
おいしかった。
第一小学校 2年 二見怡武希
ぼくは、テントを作ったのに、テントで、ねれなくて、さいあ
くでした。でも、花火が、みれて、うれしかったです。
第二小学校 2年 きたはらたいが
またキャンプにいってともだちとうたをやっておもしろかった
です。またらいねんキャンプにきてうたをやりたいです。
函南西小学校 2年 梅田竜正
キャンドルサービスの火の神をしたりしてたのしかったです。
火の子をやるときはきんちょうしたげどたのしかった。きょうは
大しんさいのビデオをみて、ひさいちのことをしりましたいろい
ろたのしかったです。
沼津片浜小学校 2年 田中和香
わたしはさいしょっからこなかったので、どこのはんかわから
なかったけど、おねいさんたちがおしえてくれて、さいしょには
なしたのが、はるぼうと、あやかちゃんでした。それからみんな
お友だちになりました。
その夜ねれたけど、またおきてねむれませんでした。そのつぎ
の日じしんをたいけんしてきました。すごくこわかったです。じし
んをたいけんできてよかったし、みんなとあそべてよかったです。
第一小学校 3年 倉林さやか
わたしはキャンプへ行く前ちゅうしゃじょうで、なゆたちゃん、
あゆかちゃん、ほのかちゃんと会って、1人かなて思っていたので、
あえてうれしかったです。
テントをはったときまちがえてやりなおしをしたのでテントを
はるのがむずかしかったです。くぎもなかなかうてなかったです。
あつ子と春ボーもやさしくてよかったです。キャンドルセレモニー
では、火の神と火の子がおもしろいかっこだったのでわらってい
ました。カレー作りで少しゆびを切ってしまったけど、おいしかっ
たです。テントのかたずけはやらなかったけど朝食がいっぱいで、
おなかいっぱいでした。今日きのうと、とても楽しかったです。
第一小学校 3年 釰持歩花
お皿作りを、した事と、ぼうさいセンターに、行った事が、と
ても、いんしょうに、のこり、また、ねるときと、キャンプファイヤー
が、ちょっと、かわってしまったけれど、それも、一つの思い出
だと思います。おかしこうかんも、いっぱい、しました。あっこちゃ
んと、はるぼうも、いっぱい、あそんでくれて、うれしかったです。
らいねんも、さんかして、みたいなぁ〜。とずっと、思っていま
す。しらなかった人も、いまは、ごくふつうの、友だちです。バ
スよいは、しました。薬をのんだ時は、よわないと思いました。
ラムネを、のんだりしました。ねる時は、プレイルームでぐっすり、
3時前、くらいにねました。じしんが、夜にきた時は、こわかった。
第一小学校 3年 山田ほのか
昨日は天気よほうで雨っていっていました。朝のうちは、あっ
たかくてたいようもでていたけどゆうがたになると雨がふってい
ました。キャンプファイヤーはできなかったけどキャンドルセレ
モニーができました。ろうそくがいっぱいあってあかるかったで
す。それから、おふろにゴキブリがいました。それでカップラー
メンをたべてからねました。ねてからもみんなでキャーキャーし
ながらねました。楽しかったです。
第一小学校 3年 渡辺なゆた
わたしはこのキャンプにきてたのしいことがいっぱいありまし
た。まずみんなとあってなかよくできるといいなとおもいまし
た。そしてはんがきまるとみんなしってる子でした。だけどち
がうはんの人ともなかよくできました。それからてんとをはって
カレーづくりをしていろいろなことがありました。そして31日に
なって朝6時からラジオたいそうをしてぼうさいセンタにむかい
ました。いくとちゅうきもちわるくなったけどたのしかったです
YMCAのキャンプにきてとてもよかったしたのしかったです。

第二小学校 3年 松中翼
一日目にテントをはったのに雨がふってきてテントでねれ な
くってざんねんだった。
多賀小学校 3年 村上みさと
キャンプで、テントをはった時、みんなできょうりょくできて
うれしかったです。
友だちもたくさんできたし、キャンプファイヤーができなかった
けど、キャンドルサービスとマシュマロを食べたし、
、よるねれな
かったけど、だんだんねれてきて朝つらかったのとたのしい思
い出がいっぱいできたので雨がふっても楽しかったです。
また来年もきたいと思いました。
第二小学校 3年 原丈大
テントを、つくったり、いっぱい、あそんだりし、カレーも、つくっ
たし、カレーがいちばん、うまかったです。おこげごはんも、お
いしかったです。きょうも、
いっぱい、
あそんで、
うれしかったです。
ちゅうしゃじょうに、あるいて、いったのも、たのしかったです。
またひるごはんも、おいしかったです。あとで、はこおいおにと、
ダルマさんが、ころんだを、やりました。
第二小学校 3年 澤田卓馬
めずらしく友だちができた。同じ学年の子もいたし一番の友
だちは、ふじまこうゆうくんだった4年と3年だけどその子がもっ
てきた物で一番楽しかったのはUNO ｢ウノ｣ でした。またリー
ダとも友だちになれてよかったです。
第一小学校 4年 ふじまこうゆう
キャンプ1日目にテントをつくる時かんたんで一番はやくでき
てほかのテントをてつだって自由時間の時テントの中へいって
UNOをやったりして楽しかった。プレイルームでおにごっこが
たのしくて花火やってるとき、かい中でんとうであそんでたのし
かったし、ねるときUNOで12時30分くらいまでやってたのし
かったです。
第二小学校 4年 北原壮馬
ぼくは、キャンプにきて、地震のこともしれたことはよかった
けど、テントにねれなかったことがざんねんです。
沼津片浜小学校 4年 田中天斗
ぼくは30日、ぞうけい大 会の前にきました。おばあちゃん
の車が穴にはまってしまい大変だったけどなんとかぼくたちは
けががなくてよかったです。一番楽しかったことは、てつ夜で
UNOをやったことです。みんなと遊べてたのしかったです。
第二小学校 5年 仙頭朱加
きのうの、キャンプでは、夜ねられなかったけれど、昼のお
べんとうや、夜のカレーライスが、おいしかった。あと、キャン
プファイヤーは、できなかったけれど、キャンドルセレモニーが、
きれいだったから、たのしかった。テントでねられなかったけ
れど、プレイルームで、おかしこうかんや、こわいはなしも、やっ
たりして、おもしろかった。
第二小学校 5年 魚井陵華
わたしはキャンプ前はすごくきんちょうと不安だったけどみん
なとお友達になれたのでよかったです。
カレー作りではみんなで協力して野菜を切ったりお肉をいため
たりしてすごく大変だったけどでき上がった時のカレーはすごく
おいしかったです。みんなで協力したカレーの味がすごくおいし
かったのでまたみんなでいっしょに作りたいです。
浜松大学 4年 平賀彩子
2日間、皆んなと楽しく過ごせました。
最初は緊張したけど皆が喋りかけてくれたり、あれやってと私が
言ったら素直に言うことを聞いてくれて本当に楽しかったです。
カレーライスも班のみんなで協力しあっておいしいカレーライス
が出来たので良かった。みんな最高でした！！
浜松大学 4年 太田春香
2日間、子供達とキャンプを行いとても楽しく過ごさせて頂き
ました。
学校も学年もばらばらの皆でしたが、テント張りやキャンドル
セレモニーなどのイベントを通じて仲が深まり、チームで活動す
る楽しさを実感しました。
スタッフの皆さん、18人の子供たち2日間お世話になりました。
ありがとうございました。

Let’s talk freely - for our hometown and out children

YMCA
サマーキャンプ

2011年度 8月例会プログラム
日
会
受
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時・・・8月22日（第4月曜日） 18時半 例会開会
場・・・熱海後楽園ホテル
付・・・内藤一郎君・栗本治郎君
会・・・小林秀樹君

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.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
例会終了後

会

会
会
書

長

長
長
記

B副会長
会
長

池田
村瀬
全
山﨑
池田
池田
梅田
岸

省エネキャンペーン ２０１１年 夏
小さな一歩でもまずできることから始めましょう。
直文君
善之君
員
英史君
直文君
直文君
邦彦君
昭秀君

各担当委員会
司 会 者
親睦委員会
各担当委員会
松井 清一君
池田 直文君

臨時総会

今年も電気使用量調べを行います。対象は８月・９月・１０月の
３ヶ月です。多くの方のご参加をお願いいたします。
一人一人が生活を見直し、
省エネに努めましょう。

省エネ、
６つのポイント
１．冷房は２８℃を目安に設定します。
２．冷房の使用は最小限を心がけます。
３．テレビをつけっぱなしにしません。
４．冷蔵庫は物を詰め込みすぎず整理整頓。
５．入浴時はお湯やシャワーを使いすぎない。
６．洗濯はまとめて洗います。

j

知っておきたい
環境サイト

第2回 役員会報告
平成23年8月2日㈫ 19時30分〜
出席：15名

YMCAニュース（地域奉仕事業通信No.1より）

於：ワイズ事務所

●報告事項・議題について
1.前年度事業報告・決算報告
（橋本直前会長・青木直前書記・札埜直前会計）............... 承認
1.8月プログラムの件
（小倉プロ・ドラ委員長）
※例会後臨時総会開催............................................ 承認
1.8月・9月クールビズ例会実施について（小倉プロ・ドラ委員長）
※棒タイ着用にて.................................................. 承認
1.新旧慰労激励会決算報告
（村瀬親睦委員長）................. 承認
1.メネット家族親睦花火大会鑑賞会について（村瀬親睦委員長）
※案内状・予算案................................................... 承認
1.サマーキャンプ報告
（青少年事業委員長）
※9月役員会にて活動・決算報告
1.前年度クラブアワード集計・発表の件
（ＡＳＦ委員長）
※8月例会発表・9月役員会・9月例会時表彰
1.ＣＳ新事業『年賀葉書コンクール』開催進行状況について
（二見
ＣＳ委員長）※主要関係各所ご挨拶等完了 参加者150名以上を
目指したい
1.台中クラブより義援金（池田会長）
※東日本大震災「救援ボランティア」に役立てたい
1.第１回富士山部役員会・評議会報告＆継続審議議案について
（池田会長）
※第６号議案が継続審議となり各クラブで検討、第2回役員会・評
議会までに意見をまとめる。
1.新会員募集のお願い（札埜ＥＭＣ副委員長）※推薦依頼書等 ... 承認
1.第34回富士山部会・懇親会出席登録の件
10月23日 於：富士宮 花の湯（池田会長）
その他 ①東日本大震災「救援ボランティア」について（二見CS委員長）
②韓国釜山アルファクラブ公式訪問の件（八代IBC副委員長）
③棒タイ補充の件
（池田会長）
④ネーム入りネックピース制作の件
⑤バナー補充の件

www.eco-family.go.jp/
www.tepco.co.jp/setsuden/

7月 初例会報告
編集部
7月25日㈪ 午後6時30分より、
熱海クラブ池田会長の出港
を祝う例会が開催されました。出席者は、来賓として橋本県会
議員（熱海クラブの直前会長でもあります。）
・河合東日本区理
事・遠藤富士山部部長、そして富士部内各クラブの会長はじめ
メンバー及び熱海クラブのメンバー・メネット・コメット合わせ
て95名になりました。
今例会は例年より印象に残りました。
まず例会場をニューフ
ジヤホテルから後楽園ホテルへ変更した事の新鮮さ、初めて
委員長を努める村瀬親睦委員長の緊張感、梅田書記の実に落
ち着いている所、そして熱海クラブが会長就任を待ちに待っ
た池田会長がワイズ経験25年間の思いを込めた所信表明は
感動的なものでありました。
また、来賓や他クラブ会長の祝辞
でも池田会長へ寄せる期待をひしひしと感じました。
い ろ い ろ な 思 い を、
ユーモアを交えて楽しく
進行させてくれた後藤
ワイズに感謝。プログラ
ム・ドライバー委員会の
メンバー御苦労さまでし
た。

●次回 第3回役員会 9月2日㈮ 19時30分〜 於：ワイズ事務所

9月例会担当予告
受

付 後藤軍治君

同

上 山田修司君

司

会 札埜慶一君

信

条 安田克己君

例会日／9月26日
聖 句 朗 読
開会の祈り

小原進一君
食前の祈り 石村孝治君
閉会の言葉 田中秀宝君

熱海ワイズメンズクラブ
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