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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。どうかわたしの勧めの言葉を受
け入れてほしい。わたしは、ただ手みじかに書い
たのだから。　　　　   
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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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B F 基 金 １月

ス マ イ ル YMCA基金１月例会報告
１月
累計

89,000円
366,000円

１月
累計

 4,174円
55,500円

12月メーキャップ
12月訂正出席率
他クラブ訪問

安田克己君
深澤勇弘君
青木義美君
村瀬善之君

2日
6日
19日
20日

二見祐子さん
鈴木真弓さん
齊藤淳子さん

6日
7日
8日

44メネット44

橋本一実君・弘恵さん
乙部元弘君・容子さん
栗本治郎君・恵理子さん
津田博之君・正江さん
大川貴久君・智恵子さん
内藤一郎君・絹子さん

2日
14日
18日
19日
20日
21日

２名
100％

切手
累計

現金
累計

0kｇ
0kｇ

31,000円
295,000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

43名
2名
１名
35名
19名
2名
0名
0名

87.5％
計89名

今月の熱
海風景

楽しく集い・楽しく行動・楽しく奉仕M

熱海クラブ
会長主題

葉を受
に書い

2節　

台中クラブ45周年記念例会挨拶
台中クラブ45周年記念例会挨拶
台中クラブ45周年記念例会挨拶

満開の熱海さくら



熱海ワイズメンズクラブ

　平成26年11月30日㈰AM8:00定刻通り
バスは熱海を出発!!まずは順調な滑り出し
です。ただ、この原稿を書き始めるのが随
分遅くなり記憶を辿りながら書いています
が最近は年のせいか物忘れが多く中々筆が
進みません…。

　心配していた天候もまずまずです。途中圏央道では渋滞は
全く無く、トイレ休憩もゆっくり充分に時間が取れ１時間
少々で高尾に到着したと思います。まずケーブルカーに搭乗
して高尾山駅へ、眼下の紅葉も色付き丁度よい時節でした。
駅からはハイキングコースとなっており徒歩20分程で薬王
院に到着。ここまではさほどきつい事は無く軽い気持ちで

行ったら階段がスゴイ!!足が上
がらなくなりました。
　薬王院から山頂まで後20分、
参加者の内小原会計夫妻、栗本
書記夫妻、松井ワイズとお孫さ
ん、二見Ａ副会長ご家族？が挑
戦しましたが、八代会長、大川
副書記、私はリタイアしました。
　そのお陰で帰路、青木メネッ
トお手製のお握りと玉子焼きを
頂く事が出来ました。山道で食
べるお握りは最高に美味しかっ

たです。
　バスまで辿り着き次の
目的地横浜中華街へ出
発。この間も渋滞は無く、
予定より早く到着した
ので各々自由行動。私、栗本書記、
大川副書記の３名で連れ立ってタイ古式マッサージへ。マッ
サージは想像していたよりも本格的で上手く疲れも取れ、意
気揚々と本日の夕食を予約した「大珍楼新館」に向かいまし
た。ここでは大川副書記の仕切りで北京ダック等色々な美味
しいものをお腹一杯に食べました。お土産を買い、一路熱海
へ。PM8:30頃無事に帰って来る事が出来ました。
　全て予定通りに進行し、ゆったりした気持ちに為る事が出
来た楽しい旅行でした。ワイズの親睦旅行も捨てたものでは
有りませんよ～。今回不参加だったメンバーの皆様も次回は
積極的に参加して頂きバスを満席にしましょう。

親睦旅行奮闘記　親睦・メネットサービス委員長　鈴木 恵次

テ ー マ 未年の手作り年賀状、
一人一枚（無償配布の物）

応 募 対 象 熱海市立中学校在籍者
申し込み方法 当クラブから無償配布の年賀はが

き（書き損じは自己負担）

締 め 切 り 平成27年1月5日消印有効の私書
箱到着の年賀はがき

表　　　　彰 熱海市長賞・教育長賞・郵便局
賞・ワイズ賞・他

副　　　　賞 ビックな景品・参加賞(全員)
展 示 会 場 〈熱海郵便局1階〉

平成27年１月19日～１月31日

〈熱海市役所ロビー〉
平成27年２月２日～２月10日

表 彰 式 平成27年1月28日㈪18時30分
ホテルニューアカオ

問い合わせ先 熱海ワイズメンズクラブ
CS委員長 小松　巌
熱海市伊豆山717
携帯.090-2139-3026
FAX.0557-80-0484

 メール.iwao_456@yahoo.co.jp
主　　　　催 熱海ワイズメンズクラブ

会長 八代 一雄
後　　　　援　熱海市・熱海市教育委員会・日本郵政㈱

年賀はがきコンテスト

市 長 賞 泉 中 学　３年１組　岡澤 優莉

教 育 長 賞 熱海中学　１年３組　宮下 拓海

郵便局長賞 泉 中 学　１年１組　加藤 妙得

ワイズ会長賞 多賀中学　３年C組　古屋 椋子

特 別 賞 熱海中学　２年４組　久保田 優

　　　〃 熱海中学　１年５組　猪瀬 祐華

佳 作 賞 44名

入 賞 者入 賞 者

〈 募 集 要 項 〉



　例会・委員会・事業等に出席すると
それぞれにポイントが付き、クラブア
ワードとして表彰されます。
　会長を始め三役は出席する機会も多
く、私も三位で表彰されました。ま
た、一位の札埜直前会長はASF派遣代

表となり、10月に韓国麗水クラブを公式訪問致しま
した。ちなみに、委員会50P、クラブ事業100P、例
会150Pです。
　会合には出席第一！義務を果して楽しくワイズ!!

　ASF（Alexander Scholarsh ip 
Fund）アレキサンダー奨学資金は、ワ
イズメンズクラブの創始者 P.W.アレ
キサンダーを記念して、将来YMCAに
奉仕しようとする有為の青年に財的支
援をする目的で創設された奨学資金で

す。東日本区では、自由献金を奨励して必要な資金
を作っているのですが、その１割を国際ASF事業に送
り、残る部分をYMCAサービス、ASF資金として、現
在はYMCA若手主事の研修にも使用しています。これ
に熱海クラブの一員として貢献することができ大変嬉
しく思っています。今後とも貢献を続けたい。

　市民生活の安全・安心を
願っての年末恒例の大会です
が、今年は警察当局の関係者
の方々によるエレキギターの
演奏、歌の披露等が有り毎年
単調な式典が少しは楽しいもの

になった感が有りました。
　大会宣言文の発表の後、参加者によるパレードに移り
ました。国道を東へ向かい左折して銀座通りを上るの
が、例年のコースですが今年はその手前で左折し県道を
上る短いコース設定でした。とは言え年末の寒波の中、

熱海ワイズメンズク
ラブのメンバーは元気に行進しました。
参加された皆様お疲れ様でした。当日はウィークデーの
午後ということもあってか少々参加者が少なかった様で
す。次回は多数の参加をお願い致します。

　「皆出席20年おめでとう！」とい
うアナウンスに、エッ！私自身、自覚
が無かったので大変驚きました。
　思い返せばあっという間の時間、
キャンプ・スキー青少年活動に我が子
を参加させる事が出来たのは何よりで

した。又、多くのメンバーと知り合い、気軽に声を掛
けられる仲間ができたことは宝だと思います。この
処、子供の受験、私の体調不良他にて活動に積極参加
しておりませんが、これからも皆様と共にワイズライ
フを楽しみたいと思います。よろしくお願いします。

　入会1987年で在籍26年、途中で
ズッコケ未だ皆出席10年なのだが、
段々と古株になってきた。
　いやいや十分に古株だ。その間会
長、書記は２回さらには昨年の富士山
部長とワイズメンとしての一応の役目

は務めさせて頂いた。あとは2017年に控えた栗本氏
の大役の御援助だ。
　この年は熱海に在るどちらかのクラブに部長指名も
回ってくる。それも含め皆で是非支えてあげて行きた
いと思って居ります。

前年度クラブアワード表彰
前年度会計　栗本 治郎

ASF表彰1位を受けて
直前会長　札埜 慶一

市民安全大会パレード参加
ＣＳ・ＴＯＦ副委員長　津田 博之

皆出席20年を迎えて
ＥＭＣ・会員選考・会則研究委員　内藤 一郎

10年間皆出席表彰されて
Ｂ副会長　青木 義美
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編 集 長
副編集長
編集委員

会　　　 長
広報・会報委員長
　〃　副委員長

八 代 一 雄
小 倉 幹 史
鈴 木 道 夫

齊藤 栄・泉明寺みずほ・野田 進・橋本一実
蛭田泰三・藤村哲二・山田光一

事務所（〒413-8799）  静岡県熱海郵便局内私書箱37号
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３月例会担当予告 例会日／３月23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

　　　　室伏　勲君
草柳義則君
森　重男君
山田賢一君

　　　　鈴木道夫君
　　　　松井清一君
　　　　二見康一君

日　 時・・・２月23日㈪18：30～
会　 場・・・YMCAセンター
受　 付・・・橋本一実君、乙部元弘君
司　 会・・・梅田邦彦君

2015年 ２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

１．２月の予定の件....................................................報告

１．富士山部第２回役員会・評議会の件 ５名出席.................報告

１．YMCAスキー教室経過報告
　 49名参加（2/2現在）メンバー９名予定..............................報告

１．アジア大会登録経過報告の件
　 メンバー13名、メネット２名参加予定（2/2現在）........................報告

●議題

議長 八代 一雄　

１．２月例会プログラムの件 会場：YMCAセンター、臨時総会あり......承認

１．新年初顔合わせ会決算の件.....................................承認

１．年賀はがきコンテスト決算の件 ................................承認

１．区・部送金の件
　 BF2,000円、RBM1,000円（特別会計より）....他は予算書通り承認

１．IBC台中クラブ訪問お土産代の件 30,000円（御守60ヶ）...承認

１．YY談義の件 ３月16日㈪に実施................................承認

１．富士山部CS基金申請の件
　 ドッジボール大会・年賀はがきコンテストの補助金として２０万円を申請...報告

◎閉会の辞　A副会長 二見 康一

*次回　第９回役員会：３月３日㈫

第８回 役員会報告
平成27年２月２日㈪ 午後７時30分より 於：ワイズ事務所

2015年1月18日㈰14：30～16：00
司　　会 富 士 山 部 書 記 井田伸太郎
開会点鐘 富士山部直前会長 青木　義美
開会の辞 ホストクラブ 会長 金光　京子
ワイズソング・ワイズの信条 全員　

Ⅰ.富士山部部長挨拶 ………富士山部直前会長　青木義美
Ⅱ.報告事項
1)第２回東日本区役員会報告 富士山部書記 井田伸太郎
2)富士山部後期半年報告 富士山部書記 井田伸太郎
3)富士山部各事業主査、各委員前期活動報告 各事業主査、各委員
4)富士山部各クラブ会長前期活動報告 各クラブ会長

(休憩)

Ⅲ.定足数確認 ……… 富士山部書記 井田伸太郎
Ⅳ.審議議案　議長 富士山部直前会長 青木義美
①第１号議案　提案者:直前部長 青木義美
2015年度後期部長承認について

②第２号議案　提案者：次期部長 久保田康正
2015年度富士山部役員案承認の件(別紙参照)

③第３号議案　提案者：次期部長 久保田康正　
2014年度富士山部役員追加承認について

④第４号議案　提案者：直前部長 青木義美
2016年度富士山部長(次次期部長)承認について

Ⅴ.連絡事項
1)第３回富士山部会役員会・評議会　ホスト：伊東クラブ
日付：2015年５月24日㈰会場：未定

2)その他
富士山部部歌斉唱　全員
監事講評　富士山部監事 漆畑義彦

2014～2015年度
富士山部第２回評議会

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.ALLワイズ1分間スピーチ
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

　臨時総会

会　　長

会　　長
会　　長
書　　記

B副会長
会　　長

八代 一雄君
深澤 勇弘君
全 員
村瀬 善之君
八代 一雄君
八代 一雄君
栗本 治郎君
鈴木 恵次君

各担当委員会
メンバー全員
司 会 者
親睦委員会
各担当委員会
青木 義美君
八代 一雄君

　2015年1月例会は、１月28日ホテルニューアカオ本館に於いて
グローリークラブとの合同で開催されました。ゲストに熱海市教育
委員会三田教育長、公式訪問として富士山部久保田部長をお迎え
し定刻通り八代会長の点鐘で開会しました。
　又、東京世田谷、沼津、伊東、三島、御殿場、各クラブより多数の皆
様にご参加頂き総数89名という大例会となりました。例会プログ
ラムは年賀はがきコンテスト表彰式より始まり、応募総数484枚の
中から選考された６名の中学生が表彰され副賞として図書券、ポ
スト型貯金箱が渡されました。
　滞り無く例会は進行し他クラブのメンバーの皆様とも交流を深
める事が出来とてもよい例会となりました。
例会終了後、臨時総会が開催され次期会長、Ａ副会長、書記、会計、
副書記、副会計が選任されました。

プログラム・ドライバー委員　松永正考
１月例会報告


