
　先日爽やかな笑顔で「次は青少年で
す！」と田中次期会長に命じられ、断る
勇気が無く「ハイ！」と言ってしまった
のですが、出来るかどうか不安だらけ
です。

　この度、田中次期会長により次期
YMCA･ASF委員長に指名されました。
ただ、実際のところ熱海クラブに入会
してまだ日も浅く、自分の中では委員
長が務まるのかな･･･？と、はなはだ心
もとなく思っておりますが、いったんお

受けした以上は微力ながら一生懸命に務めさせていた
だきたいと思います。また会員の皆様の温かなご指導、
ご鞭撻のほど、どうかご協力を宜しくお願いいたします。

　次年度、CS・TOF委員長となります
越村です。先日、田中ワイズより「次年
度CS委員長お願いします」と相談され
快く受けさせていただく事となしまし
たが、よくよく考えると、今までのワイ
ズライフで私自身、青少年事業・プログ

ラムドライバーと二つの委員会経験がない事を思い出
し、不安の中のスタートとなりそうですが、前任の二見
ワイズに教えを頂きながら、また委員会メンバーである
岸ワイズ、下田ワイズ、さらにはメンバーみなさまのお
力添えを頂きながら、1年間頑張りたいと思っておりま
すので、今後ともよろしくお願い致します。

　2月の中頃でしたでしょうか？深夜2
時頃、田中次期会長より、電話が入りま
した。来期は親睦でいいですね、お願
いします。「ああはい･･･」あうんの呼吸
では無いですが、了承しました。3年振
りの帰り咲きですが、前回の経験を活

かし頑張るつもりです。昨年のいろいろな出来事を、払
拭する為にも、会員相互の親睦を深め、元気あるワイズ
活動に力を注ぎます。皆様のアイデア、協力を得て、新
規事業も考え〜　たとえば、スカイツリー見学など、ど
なたか詳しい情報、繋がり、コネをお持ちの方はいらっ
しゃいませんか？ぜひお力を貸して下さい!!よろしくお
願い申し上げます。スマイル情報もお忘れなく!!

　2012年は、会員各位ご案内のよう
に東日本区での大きな問題から、今後
のワイズメンズクラブの会のあり方が
問われ、その方向性を具体的に会則に
定めていく時期に成ったと考えます。会
則のあり方について以前から歴代の委

員長が危惧され警鐘を鳴らして来られ、考えられた事
柄を一人一人が自らの事として捕らえられますよう皆さ
んと共に知恵を出し具体的にして参りたいと考えます。
　また、あらゆる世界の安定的システムの齟齬から、金
融経済の将来が迷走し宗教に措いても敵対の度合いが
極度に高まって来ています。熱海の経済も新規資本の
参入や老齢化、人口減少などによりご案内のように大
変厳しい状況下にあります。この中で将来を担う青少年
に絞ったワイズの活動は、真に貴重でありその原動力
としての会員の維持･拡大は最重要課題であります。是
非、運動の意義と効果の実感を共有できます様に、会
員拡大の推進に委員会活動が役立つように致したいと
思います。
　忌憚の無い意見交換の場としてYY談義の開催と共
に、皆様のご協力をお願い申し上げます。

　田中秀宝次期会長より2月14日突然
電話があり次期IBC・BF委員長に指名
され、もっと若い人にとお願いしたので
すが、熱意に押され承諾致しましたが、
良く考えて見ると私は5月で後期高齢者
になり、老体で重責が全う出来るか心

配です。だが引き受けた以上はメンバー諸兄のご協力
を戴き任務を全う致したいと思います。どうか、ご指導
とご鞭撻を宜しくお願い致します。
　又、次期IBC事業では、台湾台中クラブに公式訪問と
聞いておりますが、多くのメンバー諸兄が気軽に喜んで
訪問が出来る様な計画を立てたいと思います。幸いに
して委員会メンバーには、三井ワイズ、八代ワイズのベ
テランワイズ2名が加わり、IBC・DBC事業では充実し
た事業計画が立てられると思います。
　BF事業では、古切手収集は現在宅急便、Eメール
FAXと切手使用が激減しており収集は非常に困難に
なっており、他の方法で資金集めが出来るか委員会メ
ンバーと共に考案したいと思います。
　一年間この老体の委員長と委員会メンバーに絶大な
るサポートを宜しくお願い致します。

次期（青少年事業）委員長に指名されて
梅田 邦彦

次期（YMCA･ASF）委員長に指名されて
乙部 元弘

次期（CS･TOF）委員長に指名されて
越村 修

次期（親睦･メネットサービス）委員長に指名されて
鈴木 恵次

次期（EMC･会員会則）委員長に指名されて
二見 康一

次期（IBC･BF）委員長に指名されて
山田 修司
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　救いは、2期連続で青少年事業委員長を務めている
深澤ワイズが次期書記になり、書記の私が次期青少年
と入れ替わる形になります。お互いが良き相談相手に
なって挑んで行けば何とかなるのかなっと思っておりま
す。私の出来る事は限られますが、田中次期会長が描い
ている青少年事業がスムーズに形に成る様、皆様のお
力をお借りし有意義な青少年事業を展開していきたい
と思っておりますのでよろしくお願い致します。
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日　 時・・・4月23日㈪
会　 場・・・YMCAセンター
受　 付・・・小原進一・大川貴久君
司　 会・・・西島智仁君

2012年度 4月例会プログラム

第10回 役員会報告
平成24年4月2日㈪ 19時30分～　於：ワイズ事務所
出席：14名

●報告事項
1.京都パレス最終参加状況・スケジュール報告　14名参加
1.年賀はがき収集の件報告
1.その他、各委員会報告等

●審議議案
1.4月例会プログラムの件
1.6月伊東“東日本区大会”参加について ............. 全員登録
1.南三陸町復興支援物産展 決算報告.......................承認
1.新入会員歓迎会 日程・予算案・募集要項等について...承認
1.スキー教室決算................................................承認

●次回 第11回役員会 5月2日㈬ 19時30分
　於：ワイズ事務所

　3月26日後楽園ホテルにて、岸ワイズの司会で例会が始まりま
した。
　まず、2012年度（田中秀宝年度）の委員会所属発表がありま
した。準備開始です。毎年のことではありますが、今年度の締めく
くりと重なり、忙しい中にも緊張感が漂います。田中次期会長の
意気込みが伝わってきます。
　次に、3月18日に開催された“東日本区会計不祥事説明会”に
出席した小原ワイズの報告がありました。まだまだ解決にはほど
遠いようです、無感心ではいられませんよ！
　そして、卓話は神崎晃彰先生による、生命保険のカラクリ話で
した。メンバーのほとんどが食い付いていました。

会報委員会

3月例会報告

受　　付

同　　上

司　　会

信　　条

八代一雄君
大澤光夫君
山崎英史君
札埜慶一君

津田博之君

聖 句 朗 読
開会の祈り

5月例会担当予告

閉会の言葉 田中秀宝君
食前の祈り

石村孝治君

例会日／5月28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.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.卓話
1.出席・スマイル・基金報告
1.閉会の言葉
1.点鐘

会　　　長

会　　　長
会　　　長
書　　　記

落 語 家

A 副 会 長
会　　　長

池田 直文君
青木 義美君
全 員
中山 良雄君
池田 直文君
池田 直文君
梅田 邦彦君
西部 愼介君

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

YMCA 4月理事・運営委員会報告
2012年4月5日㈭　18時30分～20時15分
於：熱海YMCAセンター　記録：総務 森　

日時：24年5月13日㈰　於：ＹＭＣＡセンター　13時開会
第二部は検討中

■2011年度 熱海YMCA総会について

＊的場理事は東京へ移転の為、後任を補充する。総会の議題に
　上程する。
＊第4回チャリティランの協力依頼書、理事長名にて各クラブ
　へ提出します。4月15日までに送ります。（総務）
＊次年度委員の交代、三島担当 相川毅Ysに交代します。（大村
　委員）
＊第27回 中学生英語スピーチコンテスト　24年11月3日㈯
　場所：起雲閣

■その他

日時：24年10月13日㈯　場所：東山荘に決定、実行委員長に
長谷川等Ysに決定。詳細については、長谷川委員長を中心に実
行委員会を立ち上げて準備に入る。

■第4回チャリティランについて

● 第15回 東日本区大会
　“THIS IZU ITO”（湯の香 磯の香 おもてなし）
   2012年6月2日㈯～3日㈰
   ★奈良傅賞候補者推薦受付

● 第20回 国際大会（ノルウェー）
　2012年8月2日㈭～5日㈰
　ノルウェー・スタバンゲル
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