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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
　しかし兄弟たちよ。あなたがたは暗やみの中に
いないのだから、その日が、盗人のようにあなたが
たを不意に襲うことはないであろう。　　　　   

テサロニケ人への第一の手紙 第５章 ４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」 

TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT
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［強調月間］EF/JEF

B F 基 金 4 月

ス マ イ ル YMCA基金4月例会報告
4月
累計

58,000円
540,000円

4月
累計

  4,202円
66,205円

3月メーキャップ
3月訂正出席率
他クラブ訪問

栗本治郎君
二見康一君
浅野祥司君
山田修司君

6日
7日
13日
20日

森　一恵さん25日
44メネット44

３名
100％

切手
累計

現金
累計

0kｇ
0kｇ

33,000円
416,000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
37名
3名
1名
1名
0名

90.24％
計43名

今月の熱
海風景
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“With Pride and Pleasure” 　ワイズの理念と奉仕を」

EF

村上君 入会式村上君 入会式村上君 入会式

熱海芸妓見番 華
の舞

小原進一君・衣鈴さん
齊藤　栄君・淳子さん
石村孝治君・なおみさん
池田直文君・君子さん
森　重男君・一恵さん

4日
7日
8日
20日
28日



熱海ワイズメンズクラブ

ＹＹ談義開催
親睦・メネットサービス副委員長　西島 智仁

　二見次期会長より、YMCA・ASF委
員長にご指名があり、熱意に押されて
承諾致しました。数年前に委員として
活動した事はありますが、事業計画、
月別行事など何をしたのか思い出せず
困ってしまいました。と言うわけで委

員には最強のメンバーを揃えました。副委員長には森ワ
イズ、委員には津田ワイズと最高の先輩方の下、二見次
期会長及びメンバーの皆様のお力をお借りし１年間頑張
りたいと思っておりますので今後とも宜しくお願い申し
上げます。

次期への抱負
次期親睦・メネットサービス委員長　山田 修司

来期の抱負（お願い）
次期ドッジボール委員長　八代 一雄

入会2年目ですが
次期IBC・BF委員長　野田　 進

次期YMCA・AS委員長に指名されて
次期YMCA・ASF委員長　石村 孝治

次期CS・TOF委員長に指名されて
次期CS・TOF委員長　山崎 英史

　３月16日友楽町睦会館にて雨の降る
中、18名のメンバー集まりました。
　今回の議題はいかにしたら会員増強
ができるかでした。会長挨拶の後、各
自飲み物を手に談義が始まりました。
その中で数名の新会員候補の名前が出

ました。これらの候補者に対し誰が交渉するのか等、細
かい役割分担が決まって行った様です。何名入会するか
ご期待下さい。参加メンバーからも各自の意見が百出し
ました。
　八代会長からは青少年委員会に対し、夏のキャンプ・
冬のスキー教室に対しその努力に対して感謝と労いの言
葉が有りました。他のメンバーからは地元紙にキャン
プ・スキーのお知らせは載るが内容・成果は載らないの
で検討してもらいたい。又、地域で同じく青少年健全育
成に取り組んでいるPTA及び青少年健全育成会の役員の
方々を招待し、ワイズ活動をアピールしてはどうかとの
意見が出ました。
　次期は池田ワイズが東日本区会員増強主任として活躍
されます。３年後には栗本ワイズが東日本区理事に予定
されています。熱海クラブ全員で一致協力して会員増強
を推進し両名の健闘をを支えると共に大いに期待しま
しょう。

2015年度  抱　負

次期プログラム・ドライバー
　　　 委員長に指名されて
次期プログラムドライバー委員長　松永 正考

次期青少年事業
　　　 委員長に指名されて
次期青少年事業委員長　梅田 邦彦

EMC・会員選考
　会則研究委員長に指名されて
次期ＥＭＣ・会員選考・会則研究委員長　内藤 一郎

　次期プログラム・ドライバー委員長
のご指名を受け、私の様な新参者が勤
まるのか心配ですが、プログラムドラ
イバーは楽しい例会への円滑な設営、
メンバーの活発な交流になるよう働く
委員会だと理解しております。次期は

プログラムドライバーの使命を理解し、実行していく覚
悟です。
　まだまだ至らない点が多いかと思いますが、前任者と
の引継ぎをしっかりと行い、熱海ワイズがさらに盛り上
がっていくよう頑張っていきますので、指導の程、宜し
くお願い致します。

　この度、青少年事業委員長に任命さ
れ４年連続の青少年事業委員会です。
委員長を過去２回務めさせて頂きまし
たので、その経験を生かし次期青少年
はより良い事業を目指し、取り組んで
参ります。

　「子供は子供らしく」をモットーに子供の時にしか出
来ない事をより多く経験させ思い出作りをさせたい。今
後成長した子供達が過去の思い出を振り返りつつワイズ
の事業を理解し、協力してくれると良いナ～。
　メンバーの皆様のご協力あっての青少年事業です!!
どうかお力をお貸しいただけます様、心よりお願い申し
上げます。

　二見次期会長より次期は何か委員長
を、と依頼されドキドキしていまし
た。
　この処、体調不良、子供の高校受験
等でしばらくワイズ活動を控えていま
したので思案にくれています。この委

員会の委員長は以前経験させて頂きましたがその時はど
うだったかな？と…思い返しています。
　これから事業計画検討会を開催します。一昨年前、会
員増強目標は特別委員会を編成し会則・運営規定を大幅
に見直して手を加えましたので、時期は何をどう見直
し、計画、展開していくのか？次期二見会長・鈴木Ａ副
会長の下、委員（会長経験者）と検討していきたいと思
います。自分には重責なポジションかと思いますが、会
員の皆様のご協力、ご指導宜しくお願いします。

　二見次期会長より拝命され、３回目
の会報・広報委員長となる事になりま
した。特に次期会長からのリクエスト
として、会報の「質を下げずに価格を
下げる。」を念頭に置いて作成作業す
るという宿題を頂きました。

　大幅改訂版の二見年度第１号を作らなければと頭を悩
ます最近ですが、委員の協力とメンバー各位の暖かい気
持ちで見守って頂ければ有難いと思っています。

　まだ入会２年目ですが、IBC・BF委
員長という役職に任命されて大変戸
惑っています。まだまだワイズという
ものについてわからない点も有り、委
員長の職責が果たせるか不安ですが、
よき先輩方にご指導ご教鞭を頂きIBC・

BF委員会の事業を無事完遂出来るように頑張ってやっ
て行きたいと思います。

　この度、二見次期会長よりCS・TOF
委員長に任命して頂いた以上は、自分
の責務をしっかり果たし年間のCS事
業、特に最重要事業である年賀はがき
コンテストを成功せる為に全力を尽く
して参りますのでメンバー各位のご指

導、ご協力をどうか宜しくお願い申し上げます。

　２月例会にて次期親睦・メネット
サービス委員長に指名され、３月に
は事業計画作成に入ったがあまりにも
事業が多く驚いた次第である。鈴木
（恵）委員長も大変だったと思いま
す。次期はこの老体で全ての事業がで

きるか心配ではあるが、幸いにして次期は経験豊富な池
田Ｙ’s、小林Ｙ’s、山田（光）Ｙ’sにお手伝いをして頂き
各事業をまっとうして行く所存です。
　主な事業を上げるとスマイル情報集めは昼間は各新聞
に目を通し、夜は宴席で酒を酌み交わしながらの情報収
集である。何時までこの老体がもつか心配だ。次には、
家族と共にお花見小旅行を伊豆南部方面に、函南・中伊
豆方面に家族タケノコ堀大会等を計画、熱海海上花火鑑
賞会、納涼BBQ大会、クリスマス家族会、新年初顔合わ
せ、例会毎にスマイル基金徴収等大きな事業が山積みに
あります。どうかメンバー諸兄、メネットの皆様の絶大
なるご理解・ご協力を一年間宜しくお願い致します。

　二見年度は、直前会長兼ドッジボー
ル委員長として熱海クラブ３大事業の
一つドッジボール大会を担当します。
昨年は、今迄に無い多数の参加者とな
りカレーは1000食作っても間にあわな
い程でした。今年はどうなる事かとド

キドキしています。
　次年度は、すでにマリンホールに無理を言って11月
14日㈯に予約済です。
　会場予約の際、担当者より次の条件付で予約を受けて
貰いました。
①駐車場の利用は100台までとし、満車後は長浜公園
に駐車。

②開始から終了までの間、車両整理係を３名置く事。
③ガードマンを付ける事。

昨年以上に多くのメンバー・メネットの皆様のご協力が
必要になると思われますので、どうか宜しくお願い致し
ます。

次期会報・広報委員長に任命されて
次期会報・広報委員長　小原 進一

YYYYY

しょう。
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６月例会担当予告 例会日／６月22日
zzzzzzzzzzzzzz

受　　付
司　　会
信　　条

聖 句 朗 読
開会の祈り

食前の祈り
閉会の言葉

　　　　安田克己君
深澤勇弘君
松永正孝君

　　　　梅田邦彦君
　　　　村上達也君
　　　　青木義美君

日　 時・・・５月25日㈪18：30～
会　 場・・・ＹＭＣＡセンター
受　 付・・・松井清一君、野田進君
司　 会・・・室伏勲君

2015年 ５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

１．５月の予定の件....................................................報告

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

１．第３回富士山部役員会・評議会登録及び次期役員研修会の件 
今期役員６名、次期役員３名が出席予定　24日11時寿司勘前集合......報告

１．東日本区大会登録費集金の件 ５月例会時に会計が集金..報告

●議題

議長 八代 一雄　

１．５月例会プログラムの件 卓話「市議会議員の抱負」............承認

１．東日本区大会交通手段の件 引き続き検討...................承認

１．金婚式・銀婚式及び還暦祝いの件
小原進一ワイズ銀婚式 ６月例会でお祝い...............................承認

１．東日本区LT委員推薦依頼の件 大川貴久ワイズを推薦........承認

１．奈良 傳賞推薦依頼の件 森 重男ワイズを推薦..................承認

１．ネパール地震緊急支援募金の件
５月・６月例会時に募金をお願い ....................................承認

◎閉会の辞　A副会長 二見 康一

*次回　第12回役員会：６月２日㈫

第11回 役員会報告
平成27年５月７日㈭ 午後７時30分より 於：ワイズ事務所

新入会員 自己紹介

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.委員会報告
1.誕生日・結婚記念日
1.卓話「市議会議員の抱負」

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

会　　長

会　　長
会　　長
書　　記

熱海市市議会議員
 〃　  　　
　 〃　  　　

Ｂ副会長
会　　長

八代 一雄君
石村 孝治君
全 員
小倉 幹史君
八代 一雄君
八代 一雄君
栗本 治郎君
西島 智仁君

各担当委員会
司 会 者
田中 秀宝様
越村　 修様
泉明寺みずほ様
親睦委員会
各担当委員会
青木 義美君
八代 一雄君

　今月は、グローリークラブの皆さんとの合同例会です。例に依って
熱海後楽園ホテルの３Ｆ「奥の院」が合同例会の会場です。
会場に辿り着くまでに息絶え絶え？熱海クラブの平均年齢もかなり高
くなっているのです。ましてやＧクラブのメンバーは！！！（失言）
　唯、私位の古参になると昔の様に大勢のメンバーで例会を開催し、
多数のゲストそしてメネット！夢！夢！と思っていたら、今月はプログラ
ムに入会式があり緒方ワイズの推薦で村上達也さんが新しくメンバー
に加わりました。少しは平均年齢も下がった事と思います。
　５月例会は無理でも、６月は八代会長の最終例会、７月は二見次期
会長の初例会となります。メンバーの皆様、両会長の帰港、出港を祝
うためにも６、７月例会はメネット同伴での出席を是非お願い致します。
楽しみにしております。

副会計　後藤軍治
4月合同例会報告

　皆様始めまして。４月度より熱海ワイ
ズメンズクラブに入会させて頂きまし
た村上達也と申します。
　熱海駅前の第一ビル内の「イーズ」、
湯河原駅前に「リアルター」の２店舗
で不動産業を営んでおります。住まいは
湯河原です。
　家族は妻と大学３年生の長女、大学

１年生の長男、中学２年生の次男、小学校２年生の次女
の6人家族です。将に働き盛り、子育て真っ最中の世代
として日々奮闘して居ります。家族・仕事仲間・仕事上で
のお付き合いでお世話になる方々に恵まれ、あわただし
い中にも充実した毎日に感謝しております。趣味に打ち
込む時間はあまり有りませんが、最近はラーメン作りに凝
り始め化学の実験の様に思考錯誤を楽しんでいます。味
の方も家族の評判も上々です。
　仕事柄あちらこちらを飛び回っている毎日ですが、こ
の出会いを大切に私自身も成長して行きたいと思ってお
ります。ワイズ活動を通じて地域社会との連帯感を自覚し、
微力ながら事業のお役に立てれば幸いです。
　どうぞ宜しくお願い申し上げます。

7777777777

7777777777

５月30日㈯  YMCA総会
NN

村上 達也


