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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
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今月の聖句
　兄弟の愛をもって互いにいつくしみ、進んで
互いに尊敬し合いなさい。　　　　   
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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

THE SERVICE CLUB OF  THE YMCA
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B F 基 金 3 月

ス マ イ ル YMCA基金3月例会報告
3月
累計

61,000円
482,000円

3月
累計

 4,054円
62,003円

2月メーキャップ
2月訂正出席率
他クラブ訪問

後藤軍治君
松井清一君
小松　巌君
乙部元弘君
内藤一郎君

9日
10日
11日
17日
18日

村瀬智子さん
山崎花子さん

3日
30日

44メネット44

鈴木道夫君・真弓さん
梅田邦彦君・陽子さん
松井清一君・英子さん

10日
28日
29日

３名
100％

切手
累計

現金
累計

0kｇ
0kｇ

46,000円
383,000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
37名
4名
2名
1名
0名

92.5％
計44名

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

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」

御成橋清掃作業

姫の沢公園



熱海ワイズメンズクラブ

　１月25日に台中クラブ45周年記念例
会に、熱海より10名が参加した。
八代会長、山田IBC委員長、緒方夫妻？
二見夫妻(奥様はインフルエンザで例会
欠席)、栗本夫妻、そして私達夫婦。
　それぞれルートは異なったが、高速鉄

道台中駅で集合して出迎えてくれた、李春裕会長や王陸
谷IBC委員長、謝政洋次期会長と呉和田名誉委員の車に
それぞれ分乗し、宿泊先で記念例会場の「全国大飯店」
に向かった。
　記念例会では、台中市長の祝辞や我が八代会長の挨拶

があり、王さんの息子さんのお嫁さんが通訳してくれま
した。お嫁さんは日本に留学経験が有り、毎回通訳をし
てくれます。台湾語の出来ない私たちには、台中駅にも
来てくださり大変助かりました。
　例会後、懇親会では皆様ご存知の宴となり、楽しい一
夜を過ごしました。
　今回も感じたことですが、台中クラブは非常に我々熱
海クラブを大事にしてくれ、なおかつ丁重にもてなして
下さいました。これからも交流を深めていきたいと思い
ます。
　台中クラブの皆様、45周年おめでとうございます。

　誕生から50年を過
ぎ、青少年健全育成・
地域奉仕を目標に主体
的に活動し熱海ワイズ
メンズクラブは、この
地に大きな足跡を残し
てきました。
　さて、次年度の方針
として会長主題を「学
び手育てるＹ’sの心」
と致しました。
　次年度は第一にワイ
ズメン自身が原点とし
ての故郷を学び、地元
で生業を成し生活する

者として、地元を見つめ直しワイズの絆と同様に身近な
郷土を知り外部に向けて発信していく隣人となろうと考
えています。それは「温故知新」の故事の如くに、歴史
に学び新たな時代への扉を開く事になるのです。
　思い起こせば2014年4月より消費税が17年ぶりに3％
引き上げられ、今後クラブが時代の変化に沿った活動を
展開して行く上で、資金的余裕を持って予算を編成し新
たな事業への挑戦の機会を展望しなければなりません。
　熱海ワイズメンズクラブは時代と発想と行動をよく考
慮しつつ地域へ提供し、今後の10年20年の歴史を築き上
げて行かなければなりません。微力ながら私はその道程
の一歩を進める一助となる様歩ませて頂きます。
　メンバー各位に於かれましては、絶大なるご支援ご鞭
撻をお願いし抱負と致します。

　この度、2015～16年二見年度の書記
に指名されました。
　2007～8年小原年度以来２度目と為
ります。二見次期会長より要請を受けた
時勘弁してほしいと思いましたが、小原
年度の時は殆ど会長任せの書記だったと

気を取り直し、東日本区、富士山部への報告、他クラブ
との連絡及び事務取扱い、熱海クラブ内での例会、委員
会等出席その他データ収集、記録の作成と仕事は多いの
ですが「やりがい」は有ると感じ、今回二見年度は会長
の補佐が少しでもできればと念じています。
　会員各位の皆様の絶大なるご支援、ご協力を謹んでお
願い申し上げます。

　二見次期会長から、「会計をお願いし
たい」との電話があった時は正直驚い
た。
　私には畑違いで縁の無い物だと思って
いたからだ。しかし、電話でのやり取り
で、自分の所まで依頼が回ってきた経緯

の説明を聞くと、簡単には断れない内容であった。
　色々と不安は有るが、事務系と言うより現場系の私に
会計を任せようと言う次期会長の度胸にも屈服し、一年
間頑張って熱海クラブの財布の紐を縛って行こうと思い
ます。宜しくお願いします。（ガッチリ！）

次期書記の指名を受けて
次期書記　小倉 幹史

会計に任命されて
次期会計　深澤 勇弘

台中クラブ45周年記念例会に参加して
幹事　池田 直文

2015年度 抱負

次年度抱負
次期会長　二見 康一

YYYYY

会報中面598号-2.indd   3 15/04/22   13:52



　３月３日㈫雛祭りの日、正午より毎年
行っている熱海の中心部を流れる糸川に
架かる御成橋の清掃、洗浄作業を八代会
長以下メンバー12名参加により行いま
した。
　この作業は、ワイズの精神の根本であ

るＣＳ活動として「地域社会への奉仕を」の心そのもの
だと思います。今回の12名の参加が多いのか少ないの
かは分かりませんが、顔ぶれはいつも活動に参加するメ
ンバーと変り映えはなく、少々寂しく感じました。
　今回参加されなかった他のメンバーも、もっと年間の
種々の活動に参加して楽しいクラブにしようではありま
せんか！
　30分程で清掃作業は終了し、大川副書記による集合
写真の撮影後解散しました。
　皆様お疲れ様でした。！？

御成橋清掃作業
CS・TOF委員長　小松　 巌

　11月例会後の二次会で二見Ａ副会長
と栗本書記に呼ばれました。
　二見ワイズがＡ副会長を受けた時から
覚悟はしていましたが、正式に依頼され
ると逃げ様が有りません。二見・栗本両
ワイズには個人的にも大変恩を受け、同

級生でもあり長い付き合いです。誰か逃げる術が有った
ら教えて下さい!!
　今、次年度の準備が始まっています。二見次期会長の
努力と勉強、やる気を見て少し臆しています。大変な事
を引き受けてしまったと思っています。
　一年間会員の皆様の足手まといにならぬ様又来期には
皆様のお力をお借りして乗り切れる様努力して参ります。

　二見次期会長から御指名いただき身が
引き締まる思いです。
　小倉次期書記の下で、しっかりと二見
次期会長の足跡を記録して行きたいと思
います。
　次期二見会長と１年間充実したワイズ

ライフを過ごしてまいります。

　二見次期会長は、同級生で誕生日も一
日違い、ワイズにおいては子供になりま
す。サポートするには、副会計はベスト
のポジションと思い、お引き受けさせて
頂きました。
　深澤次期会計は、書記も経験されて

いてワイズに精通しておりますが、何分子多忙な身なの
で、少しでも負担を軽くできるように努めたいと思いま
す。
　会計職は、正副で８～９回目になりますが、会計は皆
様からの大金を扱うので気を使いますが、以下のことに
ご協力願えると助かります。

　
•例会開会前までに受付を済ますこと
　•会費を滞納しないように努めること
　•例会への出欠席は必ず連絡すること
　•請求金は事前に金額を知らせること
　•振り込み等で前払い全納をすること

　二見次期会長より、次期の役員それも
B副会長をと言われました。
　古希を過ぎ役員はとても無理と辞退し
たのですが熱海クラブ内では、森ワイ
ズ、山田(修)ワイズと諸先輩方が頑張っ

ていらっしゃいますので私も奮起しお受けする事と致し
ました。
　次期会長よりBグループの青少年委員会には、キャン
プ・スキー教室と共にボーイスカウトとの活動計画、
YMCA委員会には維持会員の更なる獲得、CS・TOF委員
会には２月の例会を断食の時として検討、親睦委員会に
はX'mas家族例会以外にも家族との触れ合い事業をとの方
針が示されました。
　B副会長として私も各委員会と協力して会長方針を実現
出来る様努力して行きたいと思っております。メンバー
の皆様ご協力をお願いします。

次期Ａ副会長に指名されて
次期Ａ副会長　鈴木 恵次

次期副書記の指名を受けて
次期副書記　大川 貴久

次期副会計に任命されて
次期副会計　栗本 治郎

Ｂ副会長に指名されて
次期Ｂ副会長　西島智仁
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熱海ワイズメンズクラブ　     ホームページ ▶ http://atami-ys.net　　メール ▶ mail@atami-ys.net
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発行責任者
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
TEL・FAX（050）7502 - 2 6 1 0

５月例会担当予告 例会日／５月25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
室伏　勲君
松永正孝君

　　　　石村孝治君
　　　　西島智仁君
　　　　青木義美君

日　 時・・・４月27日㈪18：30～
会　 場・・・後楽園ホテル
受　 付・・・松永正孝君、蛭田泰造君
司　 会・・・津田博之君

2015年 ４月合同例会プログラム

司会：A副会長 二見 康一
◎会長挨拶 会長 八代 一雄

●報告事項

１．４月の予定の件....................................................報告

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

１．東日本区大会登録状況 4/3現在15名...........................報告

１．第３回富士山部役員会・評議会登録 ４/３現在６名............報告

●議題

議長 八代 一雄　

１．４月例会プログラムの件 会場：後楽園ホテル YMCA合唱団...承認

１．YY談義決算の件...................................................承認

１．新入会員入会の件 １名の推薦あり インフォメーションの予定....承認

１．アジア大会交通宿泊の日程・予算の件 ........................承認

１．誕生日・結婚記念日記念品購入の件 各50個 特別会計より拠出..承認

１．来宮駅前時計塔のワイズマークの清掃費の件 特別会計より拠出..承認

１．麗水・台中クラブ公式訪問の写真代 委員会費から拠出........承認

１．ロールバックマラリアへの追加献金...........................承認

１．木谷学園への御礼の件 熱海Aプラスのお土産を送る............承認

◎閉会の辞　A副会長 二見 康一

*次回　第11回役員会：５月７日㈭

第10回 役員会報告
平成27年４月３日㈮ 午後７時30分より 於：ワイズ事務所

2015年４月２日㈭ 於：熱海YMCAセンター 18時30分～20時15分
司会：長谷川等理事　記録：森重男委員
◎理事長挨拶　竹内敏朗理事長

YMCA ４月理事・運営委員会

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.入会式
1.食前の祈り
1.乾杯
1.会食
1.委員会報告
1.誕生日・結婚記念日
1.ＹＭＣＡ合唱団
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

熱海クラブ会長

熱海クラブ会長
熱海グローリークラブ会長

熱海クラブ会長
熱海クラブ書記

熱海グローリークラブ書記

直前会長

Ｂ副会長
熱海グローリークラブ会長

八代 一雄君
山崎 英史君
全 員
野田　 進君
八代 一雄君
加藤　 博君
八代 一雄君
栗本 治郎君
勝又 隆吉君
EMC委員会
村瀬 善之君
札埜 慶一君

各担当委員会
司 会 者

親睦委員会
各担当委員会
青木 義美君
加藤　 博君

■2014年度の総会の件
2015年５月30日㈯ 於:YMCAセンター大会議室
11時から５月理事運営委員会、13時より年度総会、会計報告、
事業報告、次年度予算、次年度会計予算の審議、その他の件。

〈第２部〉
14時より「竹内理事長の卒寿を祝う会」を同会場にて開催。
会費1名3,000円。４月中旬に総務から案内書を各担当委員に
発送し、出席を呼びかけ出欠の集計、報告をまとめる。

■年度末決算、報告書の準備について
小原会計より決算書素案を提示し、審議した。
支出繰越額の確認、各クラブ報告書は、ほぼ提出済み。確認の上
５月中旬に報告書を作成。

■カナダ友情の家訪問ツアーについて
鈴木健委員より説明があり、８月16日から27日の期間、15名参
加を予定。（費用約30万円、５月末日締切）各クラブにPRを依頼。

◎上記３案は、審議の結果、出席者全員の賛成で可決、決定した。

■その他
[小原会計]「東日本大震災YMCA募金」に２万円を送金済み。
[森総務 ]３月12日に同盟の島田総主事と田口横浜Y総主事が来

熱。YMCA同盟中期計画２年目で各Yを視察。島田総主事
は現在の熱海Yの活動、会議議事録を閲覧され、議事録
の修正を指摘された。田口総主事からは講評を受けた。

次回 ５月30日㈯ 総会
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ル委員会

梅田邦彦

石村孝治

山崎英史

山田修司

八代一雄

青少年事業

Y M C A
A S F

CS･TOF

親 睦
メネット
サービス

青木義美・乙部元弘・蛭田泰造

津田博之

草柳義則・越村　修

小林秀樹・山田光一

東日本区会員増強主任 池田直文

富士山部直前部長 青木義美

YMCA理事 鈴木道夫

YMCA運営委員 青木義美・森　重男・小原進一

藤村哲二

森　重男

村瀬善之

池田直文

Ａ
グ
ル
ー
プ

松永正孝

委 員 長 名 副委員長名委員会 委　　員　　名

小原進一

内藤一郎

野田　進

プログラム
ドライバー

広報･会報

Ｅ Ｍ Ｃ
会員選考
会則研究

I BC ･ B F

鈴木道夫 松井清一・三井敏正・室伏　勲・渡辺　亨

齊藤　栄・泉明寺みずほ

安田克己

緒方哲郎

橋本一実

後藤軍治

小松　巌

2015年度（二見年度）委員会構成表

〔会　　長〕二見 康一 〔副 会 計〕栗本 治郎 〔幹　　事〕田中 秀宝

〔書　　記〕小倉 幹史 〔Ａ副会長〕鈴木 恵次 〔幹　　事〕札埜 慶一

〔会　　計〕深澤 勇弘 〔B副会長〕西島 智仁

〔副 書 記〕大川 貴久 〔直前会長〕八代 一雄


