
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８月納涼例会 ☆ 

と き  2020 年 8月 12 日（水）18:30～21:00 

ところ  ホテルグランド富士 （0545－61－0360） 

受付 吉澤廣美君、鈴木靖巳君   

司会 次田升勇君        

1. 開会点鐘             高野亨会長 

1. 開会の挨拶            漆畑義彦君 

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                 高野亨会長 

1. ゲスト・ビジター紹介       高野亨会長 

1．富士山部部長公式訪問      伊藤一芳部長 

1．食前の感謝                      市川文彦君 

1．卓話   

1．誕生日                司会者 

1．委員会報告 

1．監事・書記・会計・事務局報告 

1．出席率・スマイル報告 

1．閉会の挨拶             井上暉英君      

1．閉会点鐘                  高野亨会長     8月の強調月間 

Happy Birthday         CS・YMCA・パートナーシップ 
           該当者なし 

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 ８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 

 

 

          

           岩 辺 富 雄 

この所の猛威を振るっている新型コロナウイルスに、皆

様も大変な影響を被り困っているのでは無いかと思い

ます。初めの頃は日本人特有の人を思いやる心に寄り自

粛要請等で感染のリスクを最小限に、そしてマスクの着

用も何の抵抗もなくそれぞれし、又握手をそんなにはし

ませんし、ハグもチークキス等も殆どしません。その様

な環境が功を奏したのか何とか 6月には感染者数も少な

く成りこれで何とか治まるかなと思いましたが、ゴオツ

ウーキャンペーンの頃には第二波がやって来たのでは

ないかと、うなぎ上りに感染者数が増えました。私達高

齢者で持病を持っている人は特に気を付けなければ成

らないと思います。そしてある国の首相は 3 月の初めに

は緊急援助体制を確立し、給付金等は 1～2 週間で給付

され、医療従事者・スーパーのレジ係・店員さん・運送

業者の人達に感謝の意を表しました。しかし何処かの首

長の所では、目の上目線で自分の都合を考えて国会を閉

会し、マスクの対応・給付金は 2 か月も 3か月もたって

も降りてこない状況とは大違いです。国民に助けられて

居るのではないか！サーズの時の「二都市物語」のバン

クーバーの様に何とか封じ込めたらと思います。 
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書記  吉澤廣美  

 7 月 16 日 かしむら和室  19：00～20：30  

     

出席者 高野・吉澤・仲澤・井上・岩辺・鈴木  

漆畑・増田 

 

◎2020年度富士山部顔合わせ会 7/5熱海聚楽 H 

第 1 階役員会・評議会の書面開催を承諾する。 

議案書が送付されて来たのち判断する。 

出席者  高野・吉澤・増田        

◎8月例会 富士山部部長公式訪問  

ホテルグランド富士で納涼例会として行う。 

ドライバー委員長に検討する。 

◎樫村好夫ワイズが富士クラブに寄付金を残して 

 くれた。理事を務められた東日本区へと検討する。 

◎台湾 YMCA研修生富士まつり案内中止。 

 富士市民福祉まつり 10/18(日)中止 

 

 

 

 

年会費は昨年と同額でお願いすること        

になりました。よろしくお願いします                 
（年払いと半期払いがあります）    

振込先 清水銀行 富士支店 

     普通預金 ２５５２９１４ 
富士ワイズメンズクラブ 会計 仲澤昭夫 

   

 

NPO法人 熱海 YMCAが                    

NPO法人 静岡ＹＭＣＡ に改称  
 NPO法人熱海 YMCA は 2020 年 8 月 1日より「NPO

法人 静岡 YMCA」に名称の変更を行います。 

理事長 森重男 副理事長 稲田精冶・青木義美 

ブランチ  熱海センター 

      沼津センター 

      三島センター 

支援団体  ワイズメンズクラブ富士山部 9 拠点 

あゆみ    熱海 YMCAは、1973年 11月に設立し、 

  本年で 47 年の歴史があります。本年 8月 1 日よ       

  り発展的に名称の変更を行います。静岡県下全 

  般の拡張発展を期して、NPO静岡 YMCAとなりま    

  す。支援団体ワイズメンズクラブ富士山部 9ク

ラブ及び維持会員の支えにより活動しておりま

す。主に青少年健全育成として子供たちが自然

に親しむ野外キャンプ・スキー教室・ドッジボ

ール大会・中学生英語スピーチコンテスト等、

学校教育のプログラムには無い事業を主に企画

し実施しております。 

一人一人が高い意識を持って静岡・浜松方面

にワイズメンズクラブを設立しましょう！ 

 
 

鈴木靖巳 

私は清水区（旧清水市）生まれです。遊ぶ場所、遊ぶ

ものが無かった小学生のころ鉄舟寺と少し久能よりに

ある龍華寺に遊びに行ったものでした。そこには山岡

鉄舟と高山樗牛の銅像がありましたがどのような人物

かは知る由もありませんでした。（現在は参観料が必

要です） 最近の日本経済新聞の「あすへの話題」に

｛鉄舟の恩返し｝と題して作家 嵐山光三郎氏が面白

く書かれていましたので興味深くよみました。その一

部分をご紹介したいと思います。山岡鉄舟（１８３６

～８８）は通称、鉄太郎という剣客でめっぽう強かっ

た。ぼろぼろの服を着てぼろ鉄と呼ばれ撃剣を得意と

して道場に来るものと相手かまわず闘った。慶応 4 年

江戸城明け渡しのとき鉄舟は「朝敵慶喜の家来鉄太郎

であると大声をあげてのし歩き、西郷隆盛は「命もい

らぬ、名誉もいらぬという男は始末に困るがこういう

男でなければ困難は越えられない」とほめた。鉄舟は

慶喜助命の嘆願で静岡に行き、官軍の銃撃を受けて清

水次郎長宅に泊まって養生した。その縁で次郎長と意

気投合して維新後は次郎長を使って富士山麓の開墾を

はじめたようです。ところが次郎長はもともと博徒だ

から明治新政府に逮捕されて懲役７年、罰金４００円

をくらった。鉄舟は門下の天田五郎に書かせていた『東

海遊侠伝』を刊行して関係各位に配布してあっという

間に次郎長を特赦放免にしてしまった。寺で始まった

ので次郎長の墓所は清水区梅陰禅寺です。 

 

 
    梅雨空に咲く茄子の花 

 

投稿募集 
毎月決められたメンバーの巻頭言、マイタイム以外

にメンバーの皆さまからの自由な内容の原稿を募

集します。例えば俳句、短歌、川柳、写真、紀行文、

詩、ワイズ活動に思う事、活動の提案、時事物等。

特にワイズにこだわりませんので是非、富士クラブ

のブリテンの紙面をみなさまの原稿で埋め尽くし

ませんか。よろしくお願いします。担当の増田まで

メールかＦＡＸでお寄せ下さい。                               

 

 



国際会長ニュース 

  命の川を信じよう  
      第 1 号 2020 年 7 月 

 

 会員の皆さまへ 

自己紹介をさせてください。 

私はデンマークのリンケビング出身のジェイコブ・ク

リステンセンと申します。ランディと結婚しています。

私たちは、二人とも引退しています。私たちの間には

5 人の子供と 1 人の孫がいます。私は、1981 年に YMI

に入会しました。私はこれまでにワイズダムにおいて、

組織の様々なレベルでいくつかの役職に就いていまし

たが、今は国際会長の職に専心いたします。今期の私

のスローガンは「命の川を信じよう」です。 

これは、新約聖書のヨハネの黙示録 22 章 1－5節から

の言葉です。聖霊は「命の川」です。私たちは皆、命

の川を土台にして、人生を築き上げていく機会を持っ

ています。「命の川を信じよう」、これが私の希望です。

私たちは皆で全人類のためにより良い世界を築くので

す。私の任期中の主題として選んだのは「価値観、エ

クステンション、リーダーシップ」です。私たちの運

動における 3 つの礎石です。 

私たちは人生の中で、私たちの運動の中で、どのよう

な価値観を持っているのでしょうか？それは非常に大

切な問題です。自分自身と自分の価値観を知ってくだ

さい。どうぞそのことについて考えてください。 

エクステンションは成長のための基本的なプラットホ

ームです。エクステンションは、収支のバランスや、

活動に条件を改善してくれます。しかし、会員増強・

維持啓発も非常に重要なことです。 

私たちは入会してくれた人たちを大切にしなければな

りません。 

私たちは、新入会員がワイズメンの仲間になっている

と感じられるように、新入会員全員をクラブに迎え入

れる義務があります。 

リーダーシップについては私たちは、YMI が将来も成

長できるように、常に組織の中でリーダーや才能のあ

る人を探していることが重要です。また、私たちは誰

もがこのリーダーの仕事を一人でできるわけではない

事を忘れてはいけません。 

したがってそのために私たちは、様々な委員会とトロ

イカのしくみを持っています。チームによって、私た

ちは違いを生み出す事ができます。 

皆様が私と一緒に YMI のより良い状況を目指して旅を

していただくこと を期待し、信じています。 

  

ジェイコブ・クリステンセン 

2020－21 国際会長 
（翻訳：YMI ワールド翻訳グループ） 

 

2020－2021年度前期 東日本区 現勢 
総クラブ数  60クラブ △１     

総会員数   830 人 △19  （2020.7．1 現在） 

 

理事メッセージ 
         東日本区理事 板村 哲也 

 

各クラブの皆さまには、新たな方針とコロナ禍克服

への強い決意を持って新年度をスタートさせたことと

思います。早くも一か月が経ちました。一旦減少した

新型コロナウィルスの感染者数も大きく増加しつつあ

り、気を緩める事ができません。またこの間に九州他

で豪雨により甚大な被害が発生しました。被災された

皆さまのことを思いますと心が痛みます。東日本区で

は年度早々に明るくうれしいニュースがありました。

千葉クラブ（スポンサークラブ）の長年のご尽力の結

果、7 月 18 日に千葉に新たなクラブ（仮）千葉ウエス

トクラブが設立され、8 人の会員（予定者）が 10 月 3

日のチャーターナイトに向け一歩を踏み出しました。

設立総会はコロナ禍拡大の中での対面での開催で、入

念に様々な感染予防対策が講じられ、簡潔スピーディ

ーに実施されました。今後の参考になるものでした。

新クラブ以外にも入会者がありました。新会員の皆さ

まを歓迎いたしますと同時に、区に希望を与えて下さ

ったことを感謝致します。ワイズを大いにお楽しみく

ださい。また、もう一つの良いニュースとして、クラ

ブや部によるオンラインでの会議が浸透しつつありま

す。最初は取っ付きにくく思われましたが、やってみ

ると思ったより簡単で、役に立つことが実感できつつ

あります。東日本区でズームのアカウントを契約しま

したので、コミュニケーションツールとして是非積極

的にご利用ください。最新の情報では 7 月 1 日時点の

区の会員数は 830 人となりました。昨年同日より 19

名減です。会員は毎年減少しており、減少に歯止めが

かからません。2022年 12 月に 1246 名とする目標は変

えていません。Ｖ字回復を目指し頑張りましょう。 

（東日本区理事通信 8 月号第 2 号より） 

 

日本 -９２年間を駆け足で振り返って- 
 

         アジア太平洋地域会長 田中博之 

 最初のクラブ 

 日本最初のクラブは、1928年に国際協会に加盟認証

された大阪クラブです。1927 年、大阪 YMCA の 26歳

の主事、奈良傳が YMCA 制度の調査・視察のために米

国に留学しました。ここで、当時のワイズメンズク

ラブ国際協会書記・会計のヘンリー・D/・グライム

スに会い、意気投合し、日本の主要都市にワイズメ

ンズクラブを設立する約束をしました。帰国後ただ

ちに当時大阪 YMCA 内にあった実業家による YMCAへ

の奉仕グループである大阪 Y倶楽部をワイズメンズ

クラブに改組する提案をし、1928年 11月 10日付で、

日本最初のクラブとして、国際協会の認証を受けま

した。続く 3 年間で京城（今のソウル。当時韓国は

日本の一部でした）、神戸、横浜、東京の各クラブが

チャーターされました。1932年日本区の設立が認め

られ、区大会等の催しも行われ、活動、交流が活発

化しました 



 試練の時代 

 しかし、やがて日本は、日本軍の中国大陸進出によ

って国際世論の非難を受け、国際的な孤立状況に陥

りました。1941 年 1 月、日本が戦時体制を固める中

で、国際協会との関係を持つことが困難になり、国

際協会脱退届を提出しました。同年 12月、日米が開

戦しました。各クラブは懸命に例会を続けましたが、

やがてそれも困難となり、会員も四散し、自然休会

となり、1945 年 8 月に敗戦を迎えました。 

 

 クラブの再生 

 平和にはなりましたが、食料をはじめすべての物資

が不足し、また、戦争後期の米軍の空襲によって日

本のインフラは破壊尽くされていて、国民は疲弊し

きっていました。しかし、間もなくワイズメンが

YMCA を再び訪ねてくるようになり、1946 年から弁当

持参の例会が各地で開かれるようになりました。同

年、全国の YMCA主事が集まり、復興計画が策定され

ました。そこには YMCA の働き人としてのワイズメン

ズクラブへの期待がありました。ワイズメンもクラ

ブもワイズ運動の精神を失ってはいなかったのです。 

 

国際協会に復帰 

 1946年、米国ペンシルバニア州ブラッドフォードで

の第 22回で、日本の国際協会復帰受入れが提案され、

満場の拍手で承認されました。1947年、軍務で韓国

に駐在していたカール・N・バーグストローム前国際

理事が来日し、各クラブを巡り、また、連合軍総司

令部（GHQ）に日本区の国際協会復帰許可の後押しを

してくれ、日本の民間団体では異例の国際組織への

早期復帰が実現できました。1947 年から 1949 年ま

でに金沢、福岡、名古屋、京都の 21 クラブが新たに

国際協会に加盟しました。   （次号に続く） 

 

富士山 YMCAグローバル・エコ・ 

ヴィレッジ紹介 
富士山ＹＭＣＡ所長  村田 彰宏 

富士山 YMCA は創設 12 年目を迎えました。2019 年度

の宿泊利用者数は過去最高の 13,155 名となり、横

浜 YMCA 保育園キャンプ、親子のきずなを深める秋

のファミリーキャンプをはじめとする定例行事、健

康教育部主催の季節キャンプなどの利用が大きな

支えとなっています。恒例の主催事業「年末年始」

ファミリーキャンプ及び「夏のダイヤモンド富士を

みよう」ファミリーキャンプにはリピーターとして

複数のご家族にご参加いただきました。また、東日

本大震災復興支援活動の一環として、保育事業の協

力による福島県いわき市保育園や幼稚園を対象に

したキャンプを 2回行い延べ 156名が参加しました。

さらに SC Johnson・横浜 YMCA 東日本大震災復興支

援キャンプが行われ 18 名が参加し、富士山 YMCA の

広大な自然の中で、心や身体を解放し過ごしていた

だきました。一般団体利用も増加し、企業研修、教

会や教育団体等の方が訪れています。富士ならびに

富士宮ワイズメンズクラブの皆さんからは年間を

通じて献身的なお支えをいただきました。スポーツ

少年団懇親会やコマーシャル撮影のためのロケと

してもご利用いただきました。また、大学野外実習

や家族によるテント泊なども増えきました。雄大で

世界遺産としての富士山を眺められる立地を生か

しソフトとハードが備わった施設として、そして

「未来の子どもたちへのプレゼント」として、さら

に皆さまの期待に応えられるようにしていきたい

と思います。    
トピックス 

・10 周年記念事業により建設された「研修棟」利用

団体は約 18 団体延べ 1,223 名の方が利用されまし

た。大学野外実習、ファミリーによるフリーサイト

テント泊が、延べ 5,142 名と増加しました。 

・ゴールデンウィークに一般宿泊者向けにボランテ

ィアリーダー・他事業からの応援スタッフの指導の

もと特別プログラムを実施しました。各日 20 名ほ

どの家族が参加し、クラフト、アイスクリームづく

り、天体観測などのプログラムを楽しみました。 

・300 人のエキストラを動員しての企業 CM、ドラマ

撮影など広大な自然を活用されたロケが 4件行われ

ました。特にテレビ東京木ドラ 25「ゆるキャン△」 

では、撮影後さらにキャンプ利用増加がありました。 

 

富士山ＹＭＣＡから仰ぐダイヤモンド富士 

 

 

 

富士山 YMCA  金井 淳 

7 月 18 日（土）に第 46 回富士山ＹＭＣＡ運営委員

会が開催されました。報告事項として（1）前回議事録

の確認、（2）主催事業報告及びコロナ禍での事例報告、

（3）2020 年年度利用報告及び今後の展開（サマーキ

ャンプ等）、（4）新型コロナウィルス感染予防及び拡散

防止のためのガイドラインについて、（5）横浜ＹＭＣ

Ａ全般報告。続いて協議事項に入りました。（1）富士

山ＹＭＣＡ中期計画の現状と課題、今後の展開、（2）

地域（静岡県）の日帰り、宿泊棟利用促進について協

議しました。第 13回大感謝祭は 2020年 10月 4日（日）

を予定しております。 

ＹＭＣＡだより 


