
 

   

誕生日該当者　　漆畑義彦君 　

 在席数 スマイル

会　員 16 名 12 名 先月累計 円

功労会員 1 名 1　月 円

連絡主事 1 名 累　計 円

ビジター 名 CS基金

ゲスト 名 先月累計 円

合　計 14 名 1　月 円

出席率 累　計 円

88,000

3,95575%

67,000

21,000

2,695

1,260

出席数

101

第32期 2019-2020

2020 2月

国際会長主題 より良い明日お為に今日働く

アジア会長主題 アクション

東日本区理事主題 勇気ある変革、愛ある行

動！

富士山部長主題 共に歩もう、素晴らしきワイ

第３2期クラブ役員

会長 吉澤 廣美 書記 高野 亨

A副 高野 亨 会計 小澤嘉道

B副 監事 増田 隆

監事 漆畑義彦

巻頭言

令和の時代へ 鈴木靖巳

1月19日急逝されました故、樫村好夫ワイズに深く哀

悼の意を表すると共に生前の多大なる功績に対してメン

バー一同深く感謝申し上げます。ご冥福をお祈り申し上

げます。 さて、平成から令和に改元して最初の新春で

す。毎年この時期千葉県の成田山新勝寺への家内安全、

商売繫昌の御護摩祈願に参詣してお不動さまにお祈りし

てくるのが私の年の初めの大事な行事です。先代より５

０有余年毎年継続していることに感謝し安堵しています。

さて、平成の時代はインターネットの普及で様々な出来

事が瞬時に伝わる時代となりました。そして令和に向け

ては人工知能、再生医療など少々頭の硬く古い私では想

像できない時代になっていくでしょう。昨年は高齢者ド

ライバーによる死亡事故が多発しました。また大型台風

被害、米国のハリケーンなど経験したことがない大きな

ことが起こりました。AIによる交通問題の解決、異常気

象の主な要因として二酸化炭素の排出による地球温暖化

があります。トヨタ自動車が裾野市に建設予定している

コネクテッドカー（つながる車）などあらゆるモノや

サービスをネットでつなげる「スマートシティ」構想も

第一歩ではないでしょうか・令和はこれらの難問題を一

つ一つ世界全体で解決していく事が大切だとおもいます。

百年住宅ならぬ人生百年時代の到来、そして元気でしか

も長生きする「健康寿命」というなか豊かな人生にする

にはどうしたらいいのか各々が日々考え努力精進しなけ

ればなりません。

２０２０年２月例会

日 時 ２０２０年２月１２日（水）１８時３０分

場 所 ホテルグランド富士

受 付 漆畑義彦君・仲澤昭夫

司 会 増田 隆君

１．開会点鐘 吉澤廣美会長

１．開会の辞 増田 隆君

１．ワイズソング、ワイズの信条 司会

１．東日本区理事、富士山部長、会長主題の唱和 司会

１．会長挨拶 吉澤廣美会長

１．ゲスト、ビジター紹介 吉澤廣美会長

１．食前の感謝 小澤嘉道君

１．卓話 「富士山ちょっと話」富士市郷土史研究会

会長 加藤昭夫様

１ 誕生日お祝い

１ 書記・会計・事務局報告

１．出席率・スマイル報告

１．閉会の辞 岩辺富雄君



   

吉澤富士クラブ会長ご挨拶

長田富士山部長ご挨拶

　

　

　

横浜YMCA田口総主事ご挨拶 　

 

ればなりません。

1月合同例会報告 20200108

富士宮クラブ・富士クラブ合同1月例会は、近隣クラブ

からの参加があり計32名で開催されました。吉澤会長の

ご挨拶でゴウイングコミュニティーのクリスマス会は、

大成功で皆様の参加を労なわれ感謝されました。

長田富士山部長の公式訪問

メンバー増強が喫緊の課題を自分のホームクラブを顧み

て、お話されました。横浜YMCA田口総主事が離任のご

挨拶・4月から東京YMCA総主事に就任との事。おめでと

うございました。

第26回富士ワイズメンズクラブ杯

富士市中学生招待サッカー大会

開催日 令和2年2月29日（土）・3月1日（日）

会 場 富士川緑地公園他

参加校 富士市内16チーム・静岡県内16チーム

1月役員会報告 2020.01.16

○富士ワイズメンズクラブ主催中学生招待サッカー大会に

ついて2月例会前に中学サッカー担当者の説明があります。

その時に開催費用を渡します。

○例会の卓話は「富士山ちょっと話」富士市郷土史研究会

会長加藤昭夫氏にお願いしてあります。

○2/15（土）～16（日）京都エイブルワイズメンズクラブ

30周年記念例会について

各自午後5時までに会場の京都ホテルオークラ4Ｆに集合

してください。会費は1万円です。翌日はジャンボ

タクシー、ワゴン車2台に分乗して京都市内を観光です。

○富士山部役員会・評議会1/25（土）

熱海ＹＭＣＡ13：00～

○富士クラブＢ副会長選出の時期です。

今後の富士クラブ事業

・2/15（土）～16（日）京都エイブルクラブ3０ 周年記念例会

・2/29（土）～3/1（日）富士クラブ杯中学招待サッカー 大会

市内16チーム市外16チーム計32チームで争われます

・3月特別養護老人施設の車イス点検・清掃

マイタイム ２０２０年 ２月 井上 暉英

センター試験の頃は厳しい寒さを想起するが。今日１９日富

士山は山頂から２合目くらいまで雪が積もりきれいな白銀であ

る。人生の美しくも厳しい道程のそれは掲示とも言える。豪雪

地帯の人には叱られるかもしれないが、子供のころから雪がち

らつき始めるとわくわくし、雪だ とつぶやきうれしさを禁じ

えませんでした。この美しい雪を、私の人生であと何回 目に

することができるであろうか。この年になると、色々なことに

鈍感になる。日常の何気ないことに、昔のように感動できる心

の柔らかさは残念ながら、日々どんどん失われてゆく。だから

かもしれないが、昔は良かつた と年寄りは嘆く。自分の心が

老いたことにも気ずかずに。おしなべて、我々の年代はそろそ

ろ人生のカウントダウンに入っている。衰えた心を元に戻す事

も容易ではない。しかし昔を懐かしむことはできる。出来うれ

ば多くの人に会い、特に懐かしい人と会い、来し人生を?締めた

いと思っています。今日会った人に明日も会える保証など誰一

人持たないのが人生なのだ。その確率は高齢者ほど高くなる。

人とは会えるうちに会っておく。美しいものは見れるうちに見

ておく。おいしいものは食べれるうちに食べておく。これは高

齢社会の生きることの極意ではあるまいか。うちに優しく で

ある。どうかな？？？



第 23 回 東日本区大会 開催概要

お悔やみ申し上げます。1935.2.10―2020.1.19

樫村　好夫Ｙｓ 元東日本区７代理事

1月11日（土）午前植木の剪定作業中に転倒。

 軽微な怪我と安静にしていた。

 突如意識不明となり中央病院に救急搬送

急性硬膜下出血と診断され手術を行う。

1月19日（日）未明　力尽きて急逝した。

エクスカーション帰着

6月7日(日)

2020年6月6日（土）～2020年6月7日（日）

名称

受付

会場

ホスト

協力

日時

記念ゴルフコンペ

東日本区役員会

前夜祭

代議員会

メネットアワー

担当主事会

ユースの集い

日曜礼拝

エクスカーション出発

6月8日(月)

内容

第23回 ワイズメンズ国際協会 東日本区大会

2020年6月6日（土）8:30～

ホテル日航ノースランド帯広

十勝クラブ

北海道部各クラブ

6月5日(金)

6月6日(土) 開会式

東日本区大会

西村淳氏 記念講演

晩餐会

フェローシップアワー

富士山YMCAたより

富士山YMCAはじめ、全国のYMCAでは、世界的ないじめ反

対運動「ピンクシャツデー」に取り組んでいます。カナダで

ピンクのシャツを着てきた男の子が「ゲイ」だといじめられ

たときに、その友人たちがみんなピンクのシャツを着て、い

じめをなくしたというエピソードがきっかけです。YMCAで

も毎年2月の最終水曜日（2020年は2月26日）のピンクシャ

ツデーに合わせて、スタッフや会員、子どもたちがピンク色

のものを身につけ、いじめ反対をアピールするとともに、一

人一人にできることを考えます。皆様も、ご家庭などでピン

クのものを身につけ、いじめについて考えてみませんか？

（富士山YMCAではピンクのものを身につけ、いじめ反対を

アピールする写真を募集しております。メールでお寄せくだ

さい。ホームページなどで紹介いたします。）

1988･7 初代から３期連続で会長を務め富士クラブの基礎

を築いた。以来33年間、富士クラブの大黒柱として私たち

を指導してくれました。

1999･6のさくら丸第２回東日本区大会の開催は数千万円を

１月前に前納という困難に直面しても「命までと云うことは

ない」と、笑顔で我々を導いてくれました、この画期的な企

画の成功は後のクラブの原動力となりました。活動には積極

的に参加し、何をするのも二人いっしょ、何処へゆくのも二

人いっしょ、「何をしても報いを求めない」このことを貫き

通した樫村好夫Ysは我々に大きな教訓を残してくれました。

ワイズメンズクラブはどうあるべきか、ワイズメンはどうあ

るべきかを示してくれました。やすらかにお眠りください、

ありがとうございました。ウ

Change! 2022 推進委員会･シンポジウム開催 した 2020020113:00

東・西日本区より100名参加 東京YMCA（東陽町）

発題は、

①栗本治郎委員長の「Change! 2022 アクションプラン」、

②甲府21クラブ野々垣健五さんの「16名から36名へ会員増強の実践」、

③千葉クラブ長尾昌男さんの「（仮）千葉ウエストクラブ設立準備状況」でした。

活発なディスカッションのあと下記を宣言する。

Change! 2022 宣言

私たちは、ワイズメンズクラブ国際協会の国際憲法および東日本区

の定款に示されたモットーとクラブの目的に賛同し、誇りと喜びを

もって、ワイズメンズクラブの会員となり、活動を行っています。

そして、この活動がこれからも継続、発展していくことを願ってい

ます。しかし、ここ数年、残念なことに、会員の高齢化、減少の傾

向が強まっており、活動の停滞も見られます。このような状況に歯

止めをかけ、これから将来も活発で豊かな活動を継続、発展してい

くためには、私たちは今、行動に移すことが必要であると認識し、

次のアクションを起こすことを宣言します。


