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森田 金清

このたび入会させていただくことにな
りました、森田金清と申します。家族は
大学生になる長女、そして中学３年生に
なる次女に囲まれて万年家庭内野党で
す（笑）商売は熱海の駅前で月の栖熱海
聚楽ホテルという旅館を営んでおります。私が３代目で
現在創業６２年目を迎えております。旅館業は地域の皆
さまに愛されて、そしてお支えあっての商売だと認識し
ております。なにかの形で熱海への恩返しをしていきた
いと常々考えております。今回の熱海ワイズメンズクラ
ブへの入会をとおして、微力ではありますが何かの形で
熱海へご奉仕できたらと考えております。
まだまだ若輩者ですが、先輩諸兄のご指導を仰ぎな
がら、立派なワイズマンになれたらと思っております。
どうぞ今後とも、ご指導のほどよろしくお願いいたし
ます。

鈴 木 恵 次
現委員長二見ワイズのお骨折りで前回の大会のアン
ケートがまとまりました。色々な指摘がありますが全体会議を通じて会
員全員で取り組んで行きたいと思います。日程は11月11日（土）を押さ
えておりますが準備を早めにしてタイムスケジュールなどを明確にし、ス
ムースな大会運営を心がけたいと思います。評判の良いカレーライス
など会員全員そしてメネットのお力添えが必要です。是非よろしくお願
いいたします。楽しみにしている児童も多いようです。ドッジボール大会
が継続して行けるよう努力致します！！

前 岡 海 音（第一小・６年生）

ほくは、きょうスキーをはじめてやりました。
楽しかったで来年もやりたいです。
１日目は、すべれなかったけど、２日目は、すべ
れて楽しかったです。 もうちょっと、スピードをだ
してうまくなれるようにして、がんばりたいです。

ほくは、 スキー教室に始めてきました。
スキー教室は楽しいのかと、気になっていた
けど、すべれるようになって、とてもおもしろかっ
たです。 スキー教室では何度もころんでいた
かったけど、できるようになって楽しかった。
スキー教室では、新しい友だちができました。

昨日、初めて中級コースをすべり、その後、
一番上まで行ってすべりました。 初級コースに
比べ、すごく急でなかなか止まれなくて、すごく
こわかったです。 でも今日のフリーで、中級コー
スを友達とすべれて、とても楽しかったです。新
しいことにチャレンジできて良かったです。

若 林 ひかり（第一小・５年生）

島 野 翔 太（第二小）

私は、はじめてスキーをやって、楽しかったで
す。 二日目は、友だちと一緒にスキーをやりまし
た。 一日目はできなくて、こけたりしていました。
二日目は、一人でもすべれるようになりました。
一日目より二日目のほうが、うまくすべれて楽し
かったです。

ほくは、 このスキー教室に２年間きていて楽
しいです。 ぼくは、 今日のスキーではじめてこ
ろんでしまい、 首が痛くなりました。
あと、 みんなで楽しくスキーをすべれてたの
しくてうかれました。 夜はみんなで、 ウノをやり
ました。 あと、 寝ようとすると、 みんなが笑わ
せてきて、 あまり寝ることができませんでした。
夜にドアのことを見に行ったら、 風もないのに
かってにドアが開いてこわかったです。

私は初めてスキーをしました。 うまくできるか
分からなかったけど、 うまくすべれて良かったで
す。 スピードがでるからこわかったです。 でもブ
レーキを上手にコントロールできた時は、 気持ち
よかったです。 コントロールきかなくて、 転んだ
時は立つのがとても大変でした。 曲がり方や止
まり方を教えてもらって、 ちょっとすべれるように
なれて良かったです。
家に帰ってから、 父と母にうんざりするほど、
自まんしたいです。

のぞみ
私は毎年スキーへ行っています。 まあ、 自分
では完ぺきにできるけど、 自信がないのでいつ
も中級者コースですべっています。
インストラクターに教えてもらって、 毎年少し
ずつ上手になっていっていつかは、 上級者コース
ですべってみたいと思っています。 急なところは、
いつもハの字を意識するようにしました。 ゆるい
ところは、 スピードを出せるように、 板を真っす
ぐにしてスピードをだしていました。
私は、 だれかとぶつかって、 リフトにまきこま
れてしまって、 集中していなかったのが、 ダメだ
と思いました。 その後は、 集中してちゃんとすべ
られたのでよかったです。
来年もできたら行きたいです。

山田 修 司

次期ドッジボール委員長に指名されて

鈴 木 颯 大（第一小・４年生）

美 月（第一小・５年生）

次期親睦・メネットサービス委員長に
指名されて
この度、山崎次期会長より、親睦・メネットサービス
委員会の委員長に指名され、当委員長は二度目であるが、驚きと不
安で一杯です。その訳は自分は高齢者（８０歳）で、スマイル徴収時
に興奮して血圧が上がり何時倒れるか分かりません。その対策とし
ては、メンバー諸兄がスマイル徴収時にスムーズに行える様、財布
の紐を緩めていただくのが一番良い薬と思っています。当委員長は、
多くの事業（事業計画書を参照）がありますが、幸にして時期は小
石川Ｙｓ・ベテランの後藤Ｙｓ・田中Ｙｓにお手伝いをいただき一致
団結して、各事業を全うし山崎次期会長をサポートして行く所存で
すが、それにはメンバー諸兄とメネットのご協力が必要で、是非共
お願いいたします。
尚、当委員会は、毎月一度は委員会を開催しスマイル情報集めを
いたしますので、六役・メンバー諸兄は必ず出席していただきスマ
イル情報収集にご協力を一年間宜しくお願いいたします。

小 林 げんた（伊豆山小）

国際女優 島 田 陽 子さんプロフィール
（１９５３年５月１７日）[ 出生地 ] 熊本県熊本市

３歳からクラシックバレエを習い、女優になる直前までクラ
シックバレリーナを目指し、世界のプリマ、森下洋子さんの所
属のバレエ団にいた。テレビドラマのデビュー作は『続・氷点』
では辻口陽子役を演じ、最終回の視聴率は４２.７% に達した。以
降、出演依頼が殺到。続いて『華麗なる一族』や『白い巨塔』に
出演、高視聴率を誇ったため人気女優の座を不動のものにした。
１９７０年代の映画・テレビドラマで、正義感あふれる良家の
子女役を多く演じた。１９７４年（２１歳） 青春もの 学園ドラマ
『われら青春 !』
（主演・中村雅俊）でヒロインの女教師役を演じ、
「清純派女優」として若者世代を中心に人気女優となる。1980
年（２７歳）
、アメリカのテレビドラマ『将軍 SHOGUN』
（映画
編集され欧米・日本等で上映）でヒロイン・まり子役を演じ、 外
国人男性に尽くす日本女性 としてアメリカで大人気となる。
『将軍 SHOGUN』でゴールデングローブ賞の主演女優賞を受
賞して「国際女優」と呼ばれた（
『将軍 SHOGUN』がゴール
デングローブ賞の作品賞と主演男優賞（リチャード・チェンバ
レン）も受賞）
。
『将軍 SHOGUN』の大ヒットを受け、翌１９８１
年（２８歳）には、アメリカに在住する日系アメリカ人女性マラ
ソン選手・ゴーマン美智子の自伝『走れ！ミキ』を映画化した
作品『リトルチャンピオン』に主演した（アメリカ人スタッフ
によるオール・アメリカ・ロケの映画であるが制作国は日本）
。

相 原 若 菜（第一小・６年生）
私は、 今日スキーをするのは３回目でした。 １
年ぶりのスキーですべれるか、 とても不安でし
た。 でも、 インストラクターの方が、 やさしくコ
ツを教えてくれたので、 久しぶりのスキーでも、
すぐにコツをつかみ、 楽しくすべれました。
～１日目～スキー教室をしている時、 昨年は怖
くて、 うしろ向きにはすべれなかったけど、今日は
すべれるようになりました。フリーの時は、ほつみ
ちゃんと萌ちゃんとすべる予定だったのが、萌ちゃ
んが見つからず、ほつみちゃんとすべってました。
スキーをおえると、部屋で美月ちゃんと、尚美ちゃ
んとほつみちゃんと、萌ちゃんで遊んでいました。
夕食は、とてもおいしかったです。
～２日目～２日目は、全部フリーだったので喜ん
でいたのですが、なんと、ほつみちゃんと、萌ちゃ
んが熱を出してしまいました。本当は、２人ですべ
る予定だったのですが、のぞみちゃんと美月ちゃん
と尚美ちゃんとすべりました。５年生とすべったの
で、少し不安もあったけど、とても楽しくすべれま
した。他の小学校の子とも仲良くなれました。こ
の企画をしてくれたＹＭＣＡの方々と、インストラク
ターの皆さん、ロッジの方の皆さんに、感謝してい
ます。

馬 川 華 凛（第二小・６年生）
私は、今回 4 回目のスキー教室だったけれど、
まだまだ上のコースにはなれていなくて、 転ん
でしまうことがありました。 でも教えてくれた人
のアドバイスですべれる事ができるようになりま
した。 だんだんとスピードも出せるようになり、
とても楽しいスキー教室になりました。 上のコー
スに行くのも、 最初はこわかったけれど、 行くの
が楽しくなって、 何回も何回も行きたくなりまし
た。 夜も新しくできた友達ともたくさんしゃべり
ました。 楽しかったです。 また来たいです。

加 藤 尚 美（第一小・５年生）
私はスキーを初めてやりました。 １日目のはじ
めは、 全然すべれなかく転んでばかりいました。
でも、インストラクターの人がすべり方を教えてく
れて、ほんの３０分ぐらいですべれるようになりま
した。早く明日になって、 フリーですべりたいと思
いました。 でも、 まだ初心者なので止まるとき
やゆっくりすべるとき、 くねくねにすべるよきは、
とてもむずかしく何度も何度も練習しました。 そ
したら、 だんだん上手になって、 インストラクター
の人に 「上手だね」 といわれて、 とってもうれし
くなりました。 そして、１日目の練習が終わり、ロッ
ジに帰るとつまらなくて、 美月とロッジをたんけ
んしていました。
そして夕食の前に、 わかなちゃんとみなみちゃ
んと、 ほつみちゃんのところと一緒に楽しくゲー
ムをして、 夕食を食べました。 その後、 美月ちゃ
んとのんちゃんと一緒に、 わかなちゃんちの部屋
で遊びました。 そして、 仲良し６人組でお風呂に
行こうとすると、 順番を抜かされて、 みんなでム
カつきました。 そして、 みんなでお風呂に入りま
した。 とっても楽しかったです。 その後、 ６年生
の部屋で一緒に寝ました。 みんなで話をしなが
ら寝て楽しかったです。
２日目は、 全部フリーだったけど、 みなもちゃ
んとほつみちゃんが熱を出し、 すべれなかったの
で、 わかなちゃんと美月ちゃんとのんちゃんと男
子と楽しくすべりました。 くねくね道や急な坂道
もなれ、 楽しくすべることができました。 スキー
が大好きになりました。 また、 行きたいと思い
ます。 ２日間ありがとうございました。

赤 山 と も（第二小）
ぼくじゃ、 今日スキーをやりました。 楽しかっ
たのは、 友だちと一緒にすべったことです。 最
初はすべれるかなぁーと思いました。 １日目は、
すべれなかったのが、 いつのまにかのれている
ようになっていました。 ２日目は、 すべれるよう
になったので、 スピードを出しました。 すべれ
るようになったから、 お父さんと一緒にすべりた
いです。 あと、 お父さんにじまんして見せてあ
げたいです。

小 松 航 青（伊豆山小・６年生）
ほくは、 ３回目のスキー教室に来て、 あまり
転ぶことなく、 かなりうまくすべることができま
した。 中級の場所にいったら、 すべる場所が急
斜面で思ったよりスピードが出て転んでしまいま
したが、 全体的にすごく楽しく、 けがなくできた
ので良かったです。
来年は中学校なので、 もし行けたらまた行き
たいです。

平 野 紗也果（第一小・６年生）
昨日は、はじめて中級コースに行ってこわかっ
たけど、今日すべってみたら速いスピードで楽
しくすべれるようになりました。
家族と行きたいです。 １年生から行って良かっ
たです。 最後のスキーで友達とすべれて楽しい
思い出になりました。

山 田 俊 平（第二小・３年生）
スキー教室は、じゅんびが大変でした。でも、
くろうしたかいがあって、すべれるとすごく楽しかっ
たです。つららは、すごくかたくて、雪の山もほっ
ていけるほどでした。 前のキャンプとはちがっ
て、 ドアが動いたりしてこわかったです。
ごはんもおいしいし、 さいこうのスキー教師
でした。 来年も行きたいです。

