メネット・コメットと共に海上花火大会を鑑賞

山崎年度サマーキャンプ反省会

親 睦・メネットサービス委員長

青少年事業委員長

山田修司

８月２４日今夏最後の熱海海上花火大
会を渚館屋上展望台にて、メンバー１１
名・メネット５名・コメット９名で鑑賞、
２１時集合、釜鶴弁当、パブかさぶらんか
のモツ煮、焼鳥等をおかずに山崎会長の挨拶、音頭で
乾杯、花火打上が開始されるまで、ビール焼酎を片手
にしばしご歓談（コメットはコーラに、麦茶）。
２０時２０分花火打上が開始、迫力満点の２尺玉を
盛りこんだプログラムで、泉都の晩夏の夜空を華麗に
彩り、趣を変えた創作花火の数々を打上、熱海湾の夜
空に描き３０分間を満喫し大好評でした。
二次会は、緒方Ｙｓのスナックかおりで開催、ビール
で乾杯、歌い放題のカラオケでは、夜の更るのも忘れ
コメット達が大いに歌い二次会場を盛り上げ、あっと
いう間に閉会になり、多くのアルコールが入り足取り
が、おぼつか無いまま三井Ｙｓに送っていただきなん
とか我が家に到着･･･バタンキューでした。
参加して戴きました、メンバー・メネット・コメット
に感謝、感謝。
また、釜鶴弁当、パブかさぶらんかのモツ煮、焼鳥は
大好評でした。

２０１７年度 山崎年度熱海ＹＭＣＡサマーキャンプ感想文
深澤勇弘

８月１１日（金）１９：３０青少年委員で
ある緒方Ｙｓのお店 かおり にて、委
員会を開いた。青少年・親睦・ＩＢＣの３
委員会合同でできたので人数も多く良

ど。一人、
一人意見を出すＹＹ談義形式で行った。メリッ

蛭田 真啓 ( 第二小） ５年
キャンプでは、 命のつながりをおしえてく
れて、新しいことを知りました。 ビーチコー
ミングでは貝をいっぱいひろって楽しかっ
たです。

トは近くでのキャンプはメンバーが顔を出しやすい。

山口 悠太朗 ( 第二小） ３年

い意見がたくさん出た。
議題は熱海市内でのサマーキャンプ開催と初めて利
用したアカオビーチリゾートの利便性とデメリットな

資機材などの段取りが楽。子供たちに海、山を学んで
もらえる。バス代など高額な費用がかからないなど。
デメリットはアカオビーチリゾートがキャンプ地使用
ではないため、夜の明かりが少なくて危ない、夜トイレ
に行くのが怖い。食事場とキャンプ場の高低差が厳し
いなど。
他には、子供たちからも要望が多かったが、海に入
れてあげたかった、波が高ければプールでもいいじゃ
ないなどの話しで盛り上がった。
（出席者１３名）

８月納涼会スナップ
内藤ファ

増田 薫 ( 桃山小） ６年
キャンプでは、 みんなとたくさん話せたし、
友達もたくさんできました。 キャンプファ
イヤーの意味をしれてよかったです。

カレーをぜんはんのを食べたんだけど、
ぜんぶおいしかった。

島野 翔太 ( 第二小） ５年
みんなしらない人をいたけど、 なかよく
なれてよかった。 みんなで 「すもう」 をし
た。 そしてたのしかった。 海で魚とかをと
れた、 よかったと思います。

長嶋 胤実 ( 第一小） ４年
ぼくが一番楽しかったことは、 山登りです。
とりにくが道を作ってすごいなと思いま
した。 二番目は、 キャンプファイヤーです。
糸をつたって火がついたところがおもし
ろかったです。

ぼくは、 キャンプで、 たのしかったことは、
すもうをしたことです。 そして、 ごはんを
つくったときが大変でした。

青木 月威 ( 多賀小） ３年

大木 琥太郎 ( 第二小） ５年
テントで寝るのが楽しかったです。カレー
もいっぱいたべれて良かったです。 テン
トもすすんでかたづけ、 せっちをできて
よかったです。 しお遊びしたかったです。

杉本 雄基 ( 第二小） ５年
カレーがうまかった。 山のぼりたのしかった。

徳用 葉哉 ( 第一小） ３年
知らない友だちとも、 なかよくなれてよ
かった。 また今度きたときは、 プールに
はいりたい。

米山 立 ( 第二小） ３年
プールにはいりたかった。 二日じゃなく
て、三日、四日にしてほしかった。 ごはんは、
ステーキがよかった。

大武 遥翔 ( 第二小） ５年
カレーを作るのがたのしかった。 そしてカ
レーもうまかった。 キャンプファイヤーも
たのしかった。
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海であそびたかった。 もっとキャンプにい
て、 ずっと遊びたかったし、 キャンプ係だ
からみんなをまとめることができてうれ
しかった。 おおきこたろう君とキャンプ係
だから、 ２人でまとめてたりつらかったけ
ど、 楽しかったです。 キャンプ楽しかった
です。

早尾 李衣 ( 第二小） ５年
キャンプは、 ともだちがいっぱいいて、 た
のしくってともだちもふえた。
日下 悠斗 ( 桃山小） ３年
カレーに入れるゲームがものすごくたの
しかったです。 来年も来たいです。

暑かったけれど、 山登りは楽しかった。 ご
はんもおいしかった。 来年もようじが無
かったら行きたいです。

徳用 千羽哉 ( 第一小） ５年
テントで外でとまったことがないので楽
しかったです。 またキャンプがしたいと
思いました。

渡邉 晃平 ( 第二小） ５年
プールとかで、 泳ぎたかった。 もっと時間
を長くしてほしい。 みんなで作ったカレー
は、すごくおいしかった。 コーヒー味だった。

高地 悠嘉 ( 多賀小） ５年
もっとおいしい料理が食べたくて、 もう少
し遊ぶ、 寝る時間をふやしてほしかった。
水遊びもやりたかった。 でも自然は、 とて
もうつくしかった。

きょうは、 森のたんけんでもくひょうのと
ころにいくのが、 つかれたけど、 つけてよ
かった。 ここに帰ってきてプールにはいり
たかった。

中川 昊大 ( 第二小） ４年
山のぼりで、 トカゲをみた夜もっとあそ
びたかった。

市川 大夢 ( 第二小） ５年
カレーのざいりょうをふやしてほしい。
プールにはいりたい。 海にもうちょとつか
りたい。 ごみをひろうかずをふやす。

小林 葉元諺 ( 伊豆山小） ４年
きょうは、 ２回目のキャンプでテントでね
たのが、 はじめてだったのでよかったです。
３回目もいきたいです。

小川 蒼空 ( 第一小） ３年
もっといまい昼食がたべたかった。 カレー
はすごくうまかった。 山登りがおちそう
うでこわかった。

白川 翔 ( 第二小） ４年
カレーがうまかった。 夜はもっとあそびた
かった。

楊 航 ( 第二小） ５年
わたしは、 こうゆうキャンプは好きで、 今
年こそキャンプをやるたいと思ってまし
た。 夜ごはんは、 こんどシチューがたべた
いです。

渡邉 葉音 ( 第一小） ５年
自然のことがよくわかってよかった。 知ら
ないことがわかった。

