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〈例会日〉毎月第4月曜日 午後6:30～9:00　〈会場〉熱海後楽園ホテル TEL 0557-82-0121

楽しく集い・楽しく行動・楽しく奉仕Meet happily, act happily and help with pleasure!

熱海クラブ
会長主題

TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

THE SERVICE CLUB OF  THE YMCA

THE Y’S MEN’S CLUB OF

今月の聖句
　兄弟たちよ。あなたがたにお勧めする。怠惰な
者を戒め、小心な者を励まし、弱い者を助け、すべ
ての人に対して寛容でありなさい。　　　　   

テサロニケ人への手紙 第５章 1４節　

THE SERVICE CLUB OF  THE YMCA
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国際会長主題
「言葉より行動を」 
“Talk less, Do more”

東日本区理事主題
「誇りと喜びを持って」 
“With Pride and Pleasure”

アジア会長主題
「未来を始めよう、今すぐに」 
“Start Future Now”

富士山部部長主題
「広めよう地域社会に
　ワイズの理念と奉仕を」 
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［強調月間］評価

B F 基 金 5 月

ス マ イ ル YMCA基金5月例会報告
5月
累計

44,000円
584,000円

5月
累計

  3,784円
69,989円

4月メーキャップ
4月訂正出席率
他クラブ訪問

村上達也君
鈴木恵次君

20日
29日

大川智恵子さん
青木優子さん

4日
20日

44メネット44

4名
100％

切手
累計

現金
累計

0kｇ
0kｇ

33,000円
449,000円

在 籍 者
療養会員
広義会員
出 席 者
ビジター
ゲ ス ト
メ ネット
コ メット
出 席 率

44名
2名
１名
40名
0名
0名
1名
0名

97.56％
計41名
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“With Pride and Pleasure” 　ワイズの理念と奉仕を」

八代会長 有終の美八代会長 有終の美八代会長 有終の美

お疲れ様で～す

後藤軍治君・南海子さん22日



熱海ワイズメンズクラブ

YASHIRO

八 代
丸 航 海 誌日

　「楽しく集い」「楽しく行動」「楽しく
奉仕」を主題に出航して間もなく帰港でき
そうです。
　会長としての準備はまず役員人事でし
た。一番の要は書記です。重鎮の栗本Y's
におそるおそるお願いしたところ、とても

快くお受けいただき、入会６年そこそこの私を、長年培った
経験で、舵取りをしていただいたおかげで何の不安もなく安
心して一年間活動する事ができました。
　会計は俺にまかせろと言って、お受けいただいた小原
Y's。予算編成時に、ぎりぎりだよと言われドキッ、そんな
所をしっかりとまとめていただきました。さすがベテランの
手腕には脱帽。
　副書記には、前期書記のベテラン大川Y'sに。海外旅行の
多い栗本書記の旅行中もしっかり留守を守っていただきまし
た。又栗本Y'sが書記は初めてと言う事で、栗本Y'sのアドバ
イスもして下さいました。
　副会計には、私の事をいつも気遣って下さる大ベテラン
の後藤Y'sに小原会計のサポートをお願いして心の寄り所に
なっていただきました。
　A副会長（次期会長）は二見Y'sに、体調があまり思わしく
ない所、札埜直前会長に同行してもらい、無理を言ってお受
けいただきました。Aグループをしっかりまとめていただき
ました。又次期に向かって熱海クラブをより良くする為の準
備を着実に進められております。
　Ｂ副会長には、富士山部長という大役を終えほっとされて
いる所、又東日本区の部長の中でもっとも活躍された部長に
贈られるエルマクロー賞を獲得された重鎮の青木Y'sに。こ
ちらも札埜直前会長に同行してもらいお願いしたところ、快
くお受けいただき、手堅くBグループをまとめていただきま
した。
　プログラムドライバー委員長には、渡辺Y's。仕事で大変
な時期に例会準備、片付に頑張ってくれました。
　会報委員長は、小倉Y'sに。委員会の日はいつも早くから
作業をしていて、口出しをする所が無い程完璧でした。又ブ
リテンのセンス溢れる写真はすべて大川Y'sに御提供いただ
きました。
　EMC委員長は、暗い仕事、明るい性格の石村Y'sに。新入
会員のインフォメーション入会式に、又わいわい談議では、
杯をくみかわしながら、出席者全員から熱海クラブの改善
点、思いを発言してもらい有意義な会を聞いていただきまし
た。
　IBC、ＢＦ委員長には、山田（修）Y'sに麗水クラブに50
周年に来てもらったので、何が有っても行くぞと言う事で、
山田Y's、札埜Y's、私の３名で訪問し心と心のつながりの大
切さを学んできました。

　台中クラブの45周年記念例会には、山田Y's、栗本Y's、池
田Y's、二見Y's、緒方Y's、八代と栗本、池田、二見、緒方
メネットと10名もの参加をいただき、熱烈歓迎を受け交流
を深める事ができました。山田Y'sの年齢を感じさせないパ
ワーを見習いたいです。　
　青少年事業委員長は、深澤Y'sに。サマーキャンプでは不
慣れな場所、今迄にない大勢の参加者で、青木、深澤、乙部
メネットには、大変ご苦労をおかけ致しました。スキー教
室でも今迄にない大勢の参加者が有り、女子の世話を青木
メネットお一人で見ていただきました。私は、サマーキャン
プ、スキー教室共に初めて参加し、青少年委員長の大変さを
身に持って感じました。深澤Y's本当におつかれ様でした。
　YMCA・ASF委員長は乙部Y'sが夜間の仕事上、昼間ならと
受けてくれました。YMCA理事鈴木（道）Y's、運営委員青木
Y's、森Y's、小原Y'sのベテランと共にY'sをサポートしてい
ただきました。
　CS・TOF委員長は、小松Y'sに。赤い羽根共同募金、御成
橋洗い、年賀ハガキコンテストでは、郵便局、市役所との折
衝にとお骨折りをいただきました。
　親睦委員長には、鈴木（恵）Y's。新旧慰労激励会、親睦
メネット花火観賞、親睦旅行、クリスマス家族会でメンバー
相互の絆を深め、メネットに感謝する場を企画して下さり、
毎例会でのスマイルの収集、例会での発表ではいつも汗を拭
き々、巧妙な会話で活躍いただきました。
　ドッジボール委員会、札埜直前会長は今迄にない大勢の参
加者が有り、教頭会での挨拶、参加学校長への挨拶回り、会
場の準備、競技の進行を卒なくこなされました。又大会での
カレーの提供が800食の予定から200食追加になり、皆大あ
わて。メネットの皆さんのご協力をいただき何とか切りぬけ
る事が出来ました。
　田中幹事は公務、池田幹事は東日本区会員増強主任とご多
忙の中、委員会、役員会にご出席をいただき、折にふれ貴重
なご意見をいただきました。
　第18回東日本区大会には、（八代、札埜Y's、栗本Y's、森
Y's、池田Y's、大川Y's、小原Y's、田中Y's、西島Y's、二見
Y's、鈴木（恵）Y's、緒方Y's、後藤Y's、後藤メネット、青
木Y's、青木メネット）と16名ものご参加をいただき、年賀
切手収集貢献賞１位安田克己Y's（200枚）。EMC-M最優秀
賞（５名獲得）、EMC-C最優秀賞（出席率100％）。さら
に達成賞５件、ロースター広告協力賞を受賞致しました。
　一年間ご指導、ご協力をいただきました栗本書記はじめ役
員の皆様、メンバーの皆様、メネットの皆様方に心より感謝
申し上げます。
　本当に本当にありがとうございました。
　二見次期会長よろしくお願い致します。

富士山部会第３回役員会・評議会
　及び次期役員セミナーに参加して

2015年５月24日㈰ 於：伊東暖香園

富士山部直前部長　青木 義美

　通年でしたら今期最後の評議会でした
が、前木村部長が年度途中で他界の為に、
久保田康正（伊東）部長が前倒しで部長

職を受けてくれたので、引続き次期（2015～16）も部長
という形での評議会となった。ちなみに来期は部長も直前
部長も、久保田ワイズという形になるそうである。そんな
訳で評議会も次期セミナーも久保田ワイズが引っ張る方式
ですすめられた。もう一つ通年と違うのは、会計決算を今
までは次年度評議会での承認となっていたが、久保田部長
の発案で今期決算は今期役員での考え方で今回の評議会
予算を計上し先に決算した事だ。東日本区の場合、決算が
遅くなり次期予算がなかなか計上出来ず苦労されているの
を見ると、この方法はベターだったのかなとも思う。問題
は香典等が発生した時だが、皆さんのご了解をとり、次年
度への計上扱いとさせて頂いた。今後も、この方法がやり
易ければ部則変更をしなければならないが。
　内容的には各種例年の検討事項があったが、気になった
のは会員数だ。昨年７月１日に954名でのスタートだった
が、１２月の時点で入会者44名、退会者30名で通算963
名である。減少傾向に歯止めはかかったが高齢化の事実
は変わらないようだ。各クラブが若いメンバーの増強を図
る事もさることながら、女性会員の入会を進めてもらいた
い。ちなみに伊東クラブも、歴史始まって以来の女性会員
が今月入会されるようだ。

熱海ワイズメンズクラブ第50代会長　八代一雄

ネパール地震の義援金を
５月・６月例会にて受付けています。

東日本区表彰
(2014年５月１日～2015年４月30日)

xEMC－M最優秀賞（新入会員５名獲得）

xEMC－C最優秀賞(出席率100％ )

xCS年賀切手収集貢献賞 第１位：安田克己（200枚）

xRMB献金貢献賞 第３位（47,000円）

xCS献金貢献賞（一人当たり） 第４位（1,897円）

xCS献金貢献賞　xASF献金貢献賞

xBF献金達成賞　xTOF献金貢献賞

xMB献金達成賞　xロースター広告協力賞

n n

n n

ギャベル引継

ドッジボール大会

新旧慰労激励会

英語スピーチコンテスト

サマーキャンプ

台中クラブ45周年記念訪問

納涼例会

スキー教室

麗水クラブ訪問

ワイワイ談議

八代年
度

１年
をふりか
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７月例会担当予告 例会日／７月27日
zzzzzzzzzzzzzz

受　　付
同　　上
司　　会
信　　条

聖 句 朗 読
開会の祈り

食前の祈り
閉会の言葉

　　　　鈴木道夫君
村瀬善之君
西島智仁君
深澤勇弘君

　　　　鈴木恵次君
　　　　山崎英史君
　　　　二見康一君

日　 時・・・６月22日㈪18：30～
会　 場・・・熱海後楽園ホテル
受　 付・・・安田克己君
司　 会・・・深澤勇弘君

2015年 ６月例会プログラム

司会：B副会長 青木 義美
◎会長挨拶 会長 八代 一雄

●報告事項

１．６月の予定の件....................................................報告

１．次期の予定の件 ...................................................報告

１．東日本区大会の件
制服着用、名札ケース持参。 フェローシップアワーでDBCと懇親会 ......報告

１．クラブアワード中間報告の件 ...................................報告

●議題

議長 八代 一雄　

１．６月例会プログラムの件
東日本区表彰、小原ワイズ銀婚式祝い、定時総会 ...................承認

１．山田賢一ワイズ退会の件.........................................承認

１．渡辺 亨ワイズ休会会員（１年間）申請の件.........................承認

１．マニラダウンタウンクラブ65周年式典訪問の件
３名訪問予定　記念品を贈る件.....................................承認

１．カラーコピー機購入の件 ........................................承認

◎閉会の辞　A副会長 二見 康一

メルヘンにて懇親会

第12回 役員会報告
平成27年６月２日㈫ 午後７時30分より 於：クラブ『メルヘン』

2015年5月30日㈯13：00～
司会：勝又隆吉委員　記録：森 重男委員・井堀節男委員

審議議案　議長 竹内敏朗理事長
第１号議案（森重男委員）2014年 事業報告………全員賛成・可決
第２号議案（青木義美委員）収支会計報告……………全員賛成・可決
第３号議案（稲田精治監事）2014年度監査報告
第４号議案（井堀節男委員）2015年度事業計画案… 全員賛成・可決
第５号議案（鈴木健之委員）2015年度予算案 ………全員賛成・可決
第６号議案
理事運営委員改選の件…三島担当の小野和昭委員任期満了で退任。
新任は青木利治氏が就任。田代泉委員は健康上の理由で退任。新任
は金光京子Y’ｓが就任。その他は前年と同様で運営することに決議。

退任委員に感謝状贈呈
小野和昭委員へ感謝状と記念品贈呈。小野和昭Y’ｓの退任挨拶。

来賓祝辞
東山荘新所長の堀口廣司氏と富士山部久保田康正部長より。

閉会の辞：長谷川 等理事

第２部 竹内理事長の「卒寿を祝う会」
長谷川等理事の司会で進行、沼津クラブ渡辺実帆Y’sの歌とピアノで、
楽しい祝賀会が行われた。遠方から参加した大勢のワイズメンの祝
辞で素晴らしい会になった。

《お知らせ》　
７月３日　理事運営委員会 18時30分～
８月　　　休会
９月３日　理事運営委員会、バーベキュー懇親会

2014年度 第42回 熱海YMCA総会

1.点鐘
1.聖句朗読・開会の挨拶
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.食前の言葉
1.会食
1.卓話「市議会議員の抱負」
1.東日本区表彰
1.委員会報告
1.銀婚式祝（小原ワイズ）
1.誕生日・結婚記念日
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
1.定時総会

会　　長

会　　長
会　　長
書　　記

熱海市市議会議員
　  　　会　　長

A副会長
会　　長

八代 一雄君
梅田 邦彦君
全 員
松永 正考君
八代 一雄君
八代 一雄君
栗本 治郎君
村上 達也君

泉明寺みずほ様
八代 一雄君
各担当委員会
司 会 者

〃
親睦委員会
各担当委員会
二見 康一君
八代 一雄君

　５月25日熱海YMCAセンターにて５月例会を開催致しました。
今月のゲストスピーカーは４月の市議会議員選挙により再選を果
たしたクラブメンバーの越村君、田中君にお願いし、あらためて
市議会議員としての抱負と熱海市が抱えている問題をわかりやす
く話していただきました。５月例会後には東日本区大会があり八
代丸も帰港準備に忙しくなっております。小倉会報委員長が突然
の入院となり、本年度最後の会報はその他全員にての作成となり
ました。小倉君の一日も早い退院を祈っております。

広報会報副委員長　鈴木 道夫
５月例会報告


