
国際会長主題 価値観、エクステンション、リーダ
ーシップ 

アジア会長主題  変化をもたらそう 

東日本区理事主題  変化を楽しもう！ 

富士山部長主題 ワイズだから出来る事が有る！
粋にやろうぜ！富士山部！ 

富士会長主題 何事も、楽しんでいきましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 2020年 7月例会は中止です ☆ 

と き  2020 年 月 日（水）  ～ 

ところ   

受付   

司会        

1. 開会点鐘              会 長 

1. 開会の挨拶              

1. ワイズソング・ワイズの信条・    司会者 

1．東日本区理事・富士山部部長・会長主題の唱和 

1. 会長挨拶                  会 長 

1. 来賓・ゲスト・ビジター紹介     会 長 

1．食前の感謝                      

1．卓話 

1．誕生日               司会者 

1．各委員会報告 

1．出席率・スマイル報告 

1．閉会の挨拶               

1．閉会点鐘                  会 長 

 

Happy Birthday 
    鈴木靖巳君   7月 1 日 

 

月例会 

在籍会員 15名 例会出席者 名 スマイル基金 円 CS基金 円 

功労会員 １名 出席率 ％ スマイル累計 円 CS累計 円 

担当主事 １名 ゲスト 0名  ビジター  0名 総出席者    名 

 

２０２０年 ７月号 
第 33 期クラブ役員 

会長 高野 亨  監事 井上暉英 

A副 小澤嘉道  監事 鈴木靖巳 

書記 吉澤廣美  監事 増田 隆      

会計 仲澤昭夫  担当主事 金井淳 

 

★ 巻頭言 ★ 

             第 33期会長 高野 亨  

 

富士ワイズメンズクラブ第 33 期会長を務めさせて

頂きます、高野です。1 年間宜しくお願い致します。

新型コロナウィルスの感染防止のため、自粛ムードの

中で何事も後ろ向きの考えしか思いつきません。前向

きな考えや行動は新型コロナウィルス感染防止の為に

はいけない事かな？3 密大丈夫かな？と、つい考えて

しまいます。ワイズの活動や例会等の行い方はどうし

たら良いのか？悩むだけで結論は出ません。が、取り

急ぎリモート会議等を取り入れる必要性は強く感じま

す。 

私の会長主題は＊何事も、楽しんでいきましょう＊

といたしました。富士ワイズメンズクラブの心の柱で

した故樫村好夫ワイズが、ワイズの活動後に皆でワイ

ワイと楽しく、飲み、語らう場を作って下さり「この、

ひとときがあるから、楽しいんだよね」、「これがワイ

ズのいいとこだよね」とよく、おっしゃっていました。

まさに、何事も、楽しんでいきましょうは樫村イズム

だと思います。 

そんな思いを胸に秘め、新型コロナウィルスで暗い

話題ばかりの世の中ですが、コロナと闘いながら、1

年間を乗り越えていきますので、皆様のご協力を宜し

くお願い致します。 
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2020～2021年度（第 33期） 

定時総会 開催 
 いよいよ 2020～2021 年度が始まりました。世の

中は非常に困難な時期ではありますが、新たな年度

に更に大きな希望と夢を持ち、全メンバーが団結協

力してワイズの力を高め、そしてより強くコロナに

打ち勝って社会に貢献していきましょう。 

第 33期定時総会は 6月 24日 18時 30分よりホテル

グランド富士に於いて開催されました。会員 11 名

の出席で会は成立、第 1号議案から第 5号議案が慎

重審議のもと賛成多数で成立しました。各委員会の

事業計画を報告します。(要旨) 

◎親睦事業委員会      委員長 岩辺富雄 

今年の親睦は大変舵取りが難しいかなと思います。

なるべく三密にならないように、お互いの絆を緩め

る事なく尚一層理解しあえる仲間になりたいと思

います。（事業・・・懇親会、クリスマス会） 

◎特別委員会。文献管理委員会 委員長 漆畑義彦 

1、クラブの歴史の資料集めを継続する。 

2、富士クラブメンバー各自のコンピューター化の

支援をする。 

A)急速に進むリモート会議等について勉強する。 

B)機材の更新などに補助金を支給する。 

◎ドライバー・プログラム事業委員会 

              委員長 小澤嘉道  

コロナでどのような影響が出るか不安ですが、例会

が盛り上がるように務めさせて頂きます。 

卓話者の紹介もお願いします。 

◎ＣＳ事業委員会      委員長 鈴木靖巳 

3 密を避ける奉仕活動ですので計画は不透明です。

状況を見ながら事業が出来ればと願っています。 

1、市民福祉まつりへの参加他。 

◎ＥＭＣ事業委員会     委員長 市川文彦 

会員増強が急務です。メンバー一丸となり取り組み

ましょう。 

1、各事業毎に協力者（サポーター）を募る。 

2、他団体の事業に積極的に参加し富士ワイズメン

ズクラブをＰＲする。 

3、必要に応じてＥＭＣ研修会を開催する。 

◎物品管理委員会      委員長 次田升勇  

誕生日プレゼントのクオカード等の補填をしっか

りと行います。 

◎BF・EF・IBC・DBC事業委員会 委員長 岩辺富雄 

使用済み切手の収集呼びかけと、京都エイブルクラ

ブとの連絡を密にとっていきます。 

◎ユース事業委員会     委員長 増田 隆 

会員減少により満足のいく事業展開は厳しいとは

思いますが、メンバーの皆様の理解と積極的な参加

により事業を盛り上げていきましょう。 

1、富士山 YMCA大感謝祭参加 

2、富士山大学女子駅伝協力 

3、中学生招待サッカー大会 

◎ブリテン事業委員会    委員長 増田 隆 

ブリテンはそのクラブの｛顔｝だといわれています。

皆様と共に制作していきたいと思います。       

 
第 33 期高野会長の挨拶 

 

1年をふり返って 
           直前会長 吉澤 廣美 

 

２０１９年７月～２０２０年３月例会までの行

動でした。その後４ヶ月は新型コロナウィルス感染

防止の為にワイズ関係並びに世間一般の行事も中

止状態が続いています。クラブといたしましては我

がクラブの支柱でありました樫村好夫ワイズがな

くなられたことが残念でなりません。いつもクラブ

の事を気にかけており、行く末を案じておりました。

これからのクラブ運営を皆で協力してしっかりや

らなければと思っております。前半の障がい者施設

ゴウディングコミュニティーとの合同クリスマス

会や京都エイブルワイズメンズクラブ 30 周年記念

例会に富士クラブとして駆けつける事ができた、こ

の 2つの出来事よかったです。今こうして自粛、自

粛で何もできないでいると正直なところ「楽」と思

ってしまうのは私だけでしょうか。しかし根底には

またいつかワイズの仲間と楽しい会話や懇親がで

きると思うから焦らないでいられると思います。こ

れが退会でもして会えないのとは違う。何もしない

のがよいと思うか・・・、経済が大変でこれから・・・、

これからのワイズメンズクラブの動向が気になり

ます。 

  

 
 会長バッジの引継ぎ。緊張の瞬間です。 



理事メッセージ  （抜粋） 
   東日本区理事  板村哲也（東京武蔵野多摩） 

 

 きわめて Challengingな年が始まりました。理事

として、1 年間皆さまと共に東日本区の運営を行っ

てまいります。どうぞよろしくしくお願い致します。

新型コロナウィルスは私たちに、ごく当たり前で、

日頃はあまり気にしない数々の事を強く思い出さ

せました。一つは環境の変化への適応です。環境の

変化に適応しないと即ち自分が変化しないと淘汰

され、衰退、滅亡するという厳しい現実です。それ

は歴史を見れば明らかなことです。ワイズも例外で

はありません。変化羽迫られています。もう一つは、

苦しむのは一部の人達ではなく、社会の全員であり、

全員がお互いに助け合い、分かち合っていかねば生

きていけないという事です。勤労奉仕型の貢献・社

会活動ができない今こそ経済的な助け合い、分かち

合いがより求められます。ワイズはまたコロナ禍で

見失ってはいけない大きな問題を抱えています。20

年後の東日本区はどうなっているのでしょうか。今

私たちはこの環境を乗り越えるということと、会員

増強という二つの難題に取り組んでいかねばなり

ません。行動する前にできないと思ってしまうと、

思った瞬間で全ておしまいになってしまい、何も生

じません。チャレンジしかありません。やってみれ

ば何か新たなもの、進化したものが生まれてくると

信じます。ポジティブ思考で危機を乗り越えて行き

ましょう。 

 

 

 
梅雨空にひっそりと紫陽花・・・ 

 

 

 2019～2020年度 東日本区表彰 
   富士クラブは下記の賞を受賞しました。       

・CS献金達成賞 

・ノンドロップ賞（退会者ゼロ） 

・BF献金達成賞 

・TOF献金達成賞 

ご協力ありがとうございました。 

マイタイム 

      新型コロナウイルス騒動           

仲澤昭夫 

 支那武漢発祥のｳｲﾙｽ騒動で支那が武漢を閉鎖した

のが 1 月２３日これに呼応してすぐに支那からの観

光客を全面封鎖すべきだと主張したのは作家の百田

尚樹氏やｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄの有本香氏、さらに作家の門田隆将

氏たちだった。日本では政治危機に関して警告や提言

を発するのは文系の人達だ。旧聞に属するがベルリン

の壁を越える逃亡者のことを最初に報じたのは独文

学者の竹山道夫であり、北朝鮮の核開発の動きを仏紙

からかぎ取ったのは仏文学者の村松剛だった。その他

社会の危機に関して論を張るのに渡部昇一、小林秀雄、

小堀柱一郎、長谷川三千子、大川周明、平泉渉、和辻

哲郎ときりがないほどいる。理系の人達はどうしても

エビデンスが揃わないと言い出せないようだ。しかし

この危機の時野党は国会で「桜がどうしたこうした」

の質疑ばかりで立憲の福山哲郎は「中国人の観光客を

止めたら日本経済は大来なﾀﾞﾒｰｼﾞを食らうから」と反

対した。、政府が全国の学校に休校要請をしたとき蓮

舫は「休校にするｴﾋﾞﾃﾞﾝｽはあるのか」というﾊﾞｶの質

問をした。未知のｳｲﾙｽに対してｴﾋﾞﾃﾞﾝｽなど在るわけ

ない。東京五輪延期が決まった時社民党の福島は「1

年の延期は総裁選にぶつけるためではないか」という

訳のわからない質問をした。これが国難に対しての野

党国会議員のていたらくです。日本政府は危機管理能

力不足を露呈したが、それよりもっとひどいのが野党

議員です。平和ﾎﾞｹして桜がどうのこうのと国家にと

って緊急な事態に対処する能力もその意思もないこ

とを露呈した。国民の程度以上の代表者（議員）は持

てないと喝破した思想家が居たが、まさに背筋が寒く

なる話だ。 

 



2020 年～2021年 富士山部 

部長主題 

ワイズだから出来る事が有る！ 

        粋にやろうぜ！富士山部！ 

役職      氏名        所属 

部 長     伊藤 一芳      富士宮 

書 記     山本 昭宏      富士宮 

会 計     小林 隆司      富士宮 

副会計     宮崎 善旦      富士宮 

監 事     増田  隆      富 士 

次期部長    小原 進一      熱 海 

直前部長    長田 俊児      下 田 

富士山部事業主査 

会員増強    田中 秀宝      熱 海 

地域奉仕    鈴木 忠雄      三 島 

国際交流    大村 貴之      沼 津 

ユース     青木 義美      熱 海 

富士山部委員会 

メネット連絡委員 青木 優子     熱 海 

富士山部代議員 

代議員     伊藤 一芳      富士宮 

代議員     長田 俊児      下 田 

富士山部各クラブ会長 

沼津クラブ       菅沼 道子 

伊東クラブ       久保田 康正 

三島クラブ       日吉 和代 

下田クラブ       臼井 啓太郎 

熱海 G クラブ      宝田 昌孝 

御殿場クラブ      芹沢 次子 

富士クラブ       高野  亨 

富士宮クラブ      稲葉 晃司 

2020 年度富士山部行事予定 

第 1回 役員会・評議会 7月 25日  （中止です） 

富士山部部大会 9月 26日 富士山 YMCAエコヴィレッジ 

第 2回役員会・評議会 2021年 1月 熱海 YMCAセンター 

第 3回役員会・評議会・次期役員研修 2021年 5 月 未定 

 

 

 

 

富士山 YMCAエコビレッジ   金井 淳 

コロナウィルスの影響で富士山ＹＭＣＡも約 1ヶ

月半あまり休業を余儀なくされました。その中でも、

ＹＭＣＡのプログラム参加者、お客様とのつながり

を絶やさないために、様々な取り組みを行いました。 

ＹＭＣＡのプログラム参加者に向けては、ＹＭＣＡ

で歌うキャンプソングを富士山ＹＭＣＡで歌った

動画を Youtubeに公開し、家でもＹＭＣＡキャンプ

を家族で楽しめるようにしました。お客様に向けて

は、富士山ＹＭＣＡでキャンプをしている写真の

「＃富士山ＹＭＣＡオンラインキャンプ」をつけて

twitter に投稿してもらい、多くの写真が集まり、

オンライン上にぎわうテントサイトを再現しまし

た。1 週間前からは、例年この時期に富士山ＹＭＣ

Ａを訪れるＹＭＣＡ保育園の年長児向け、オンライ

ン会議ソフトを使って富士山ＹＭＣＡの紹介やキ

ャンプで行うゲーム、キャンプソングを一緒に楽し

みました。withコロナ社会での、ＹＭＣＡのあり方

を考える休業期間でした。 

 

 

オンライン会議によるＹＭＣＡ活動 

 

長田直前部長から伊藤新部長に部旗の引継ぎです。 

2020年度富士山部顔合せ会 7月 5日熱海聚楽ホテル 

ＹＭＣＡだより 


