
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 クラブ主題       何事も、楽しんでいきましょう                                  

 

今月の強調テーマ  ＭＣ （Ｍｅｍｂｅｒｓｈｉｐ＆Ｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｏｎ） 会員増強・維持啓発運動 

                 

☆2020年 12 月例会中止☆ 
と き      年 月 日 

ところ   

受付     

司会         

1. 開会点鐘              

1. 開会の挨拶             

1. ワイズソング・ワイズの信条・        

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                  

1. ゲスト・ビジター紹介        

1．食前の感謝                       

1   

1．誕生日                 

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                  

1．閉会点鐘                        

 
Happy Birthday          

    12月 17日 井上暉英君 

 

11 月例会 

在籍会員 15名 例会出席者 11名 スマイル基金 10,000円 CS基金 625円 

功労会員 １名 出席率 79％ スマイル累計 29,000円 CS累計 2,965 円 

担当主事 １名 ゲスト 0 名  ビジター  0 名 総出席者    11名 

 

２０２０年１２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                                

コロナ 

鈴木靖巳 

コロナ禍の中、全国各地の美しい紅葉が報じられていま

す。私的には毎年恒例の金物組合仲間 4人のおっさん旅

と義兄夫婦とののんびり旨いもの旅が中止となってし

まいました。77歳の時に８０歳までは多分、体力、知力

は元気であろうと勝手に思い込み 3年計画でいくつかの

旅行等々の行事を考えていましたが突然真っ白になっ

てしまいました。「空白の 3 年間」と笑いごとにした事

が今、現実の空白になりそうなので 3 年後の青天を願い

体力、知力を倍増しようと無理ないよう朝の体操そして

夕方の散歩に励んでいます。また、コロナ禍では会話の

少なかった夫婦は巣籠生活の結果益々夫婦円満になる

そうです。心当たりの方は確認してください。 

先日の 3 分間スピーチでの「自動車ショー歌」の詩を調

べましたので紹介します。「ニッサンするのはパッカー

ド、骨の髄までシボレーで、あとでひじ鉄クラウンさ、

ジャガジャガ飲むのもフォドフォドに、ここらで止めて

もいいコロナ」青春の街新宿辺りが連想されます。 い

までも夜の街には注意しましょう。 
７８歳の悲痛な叫び「コロナよ、ここらでさっさと消え

てくれ」。 
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密に徹して 11 月例会を開催 

 

11月例会報告 
2 か月ぶりの例会が 11 名の出席の下開催されました。

例会場の設営も最大限三密に徹して、１テーブル 3 人

から 4人という少なさの中で、漆畑ワイズの司会進行

で粛々とプログラムは進行し、マイタイムアワーとな

りました。今回のテーマは「富士クラブの今後の活動

等」ということで出席者が順番で 3 分間スピーチ方式

でテーマに沿った意見を述べました。 

              
               高野会長の挨拶    

司会の漆畑ワイズ 

 
生きているうちに楽しもう！ 次田ワイズ 

11名全員が発表しましたが、いちばん多かったのはや

はりコロナでした。世の中がコロナで沈んでいるとき

に何をしたらよいか、それぞれの考え方、見方、行動

力、いろいろあり大変な時代になったことは確かです。 

 

 
感染を恐れて巣篭りしていてもしょうがないので早く

会を通常に戻したいですね。仲澤ワイズ 

他には身近のところで「ゴミ拾い」などもどうか、と

いう意見もありました。他クラブや他団体も積極的に

取り入れているようです。コロナ禍の中、私たちがで 

きる範囲で奉仕活動をしたいですね。その後、吉澤書

記の提案で来週の役員会を今ここで実施したらどうか

ということで承認されました。（このページの左上参

照）その後岩辺ＥＦ・ＢＦ委員長より使用済み切手収

集の件について、今までのようにメンバーが集まって

切手切り作業ができないので各自が規格どうり切って

今後の例会に持参してください、とのことでした。高

野会長の閉会点鐘で 11 月例会も無事終了しました。 

12月例会はコロナの第 3波襲来で急遽中止となりまし

たが、早くコロナが鎮まって例会や通常のワイズ活動

が開催されることを祈ります。 

 

 

11月役員会報告 
書記 吉澤廣美 

11月例会終了後に役員会に移った。 

※コロナ禍でこれからの役員会などの会合は、ズ

ーム会議を取り入れることをふまえ、取り敢えず

11/19（木）19:00より試運転をするのでメンバー

は準備しておいてください。不慣れなメンバーは

手助けします。 

※12 月クリスマス例会は食事に飲み物が付く程

度で行います。 

※富士山大学女子駅伝は予定どおり 12/30（水）

に行われる予定です。今回のボランティアはコロ

ナウイルス感染防止の面から 70 歳以上の方は登

録解除のハガキが来ています。富士クラブ 60 歳台

メンバー3 人と応援の 3 人の計 6 人で参加してき

ます。 

※新年富士・富士宮合同例会はコロナ禍のため、

富士クラブ独自で行うことを富士宮クラブに連絡

することになりました。 

 

 

         



【寄稿】 

富士Ｙ‘ｓリモート会議（飲み会） 

                 岩辺 富雄 

11 月 19 日（木）に、第二回目のリモート会議を行

いました。前回はただ皆が会議室にアクセツ出来て集

合出来るかが第一の目的でした。その時には（漆畑・

中澤・吉沢・高野・金井・岩辺）6 人の参加が有りま

した、ただ皆で言いたいことを言い合い、飲み会でし

たので気楽に過ごしました。今回はまだ参加者も二回

目で全くの初心者で有りますので、リモート会議のル

ールに付いて漆畑Ｙ‘ｓに学びました。まず会議室へ

のアクセツの復習から始まり、リモート画面の説明、

操作の仕方等の事に時間を費やして（なかなか覚えの

悪い集団ですので）殆ど会議と言う所まで行かなく。

漆畑様の画面の設定「今日の会議の主題の提示の仕方」

の他、順番に意見を述べる時の操作の仕方、いっぺん

に皆で意見を言い合うと重複して、誰が何を話してい

るのか分からないから、順番に意見を述べるルール等

を学びました。どちらかと言うと今回も最終的には飲

み会に成ってしまったかな⁈。でも大変和やかでパソッ

コンの知識も身に付き、一石三鳥ではないかと思いま

す。これからメンバー全員参加出来たら大変に有意義

な時間が手っ取り早く出来るのでは無いかと思います。

そして自分に、用が急に出来た時などは一時退室して、

終わったら又参加する事が自由に出来ますので大変便

利です。今の時期ですからコロナにめげない様に、勉

強をしながら皆の参加をお待ちします。 

 

 
 晩秋の富士山麓（富士市大淵大久保付近） 

 

置かれた場所で咲きなさい 
どんなところに置かれても 

花を咲かせる心を 

持ち続けよう。 

境遇を選ぶことはできないが、生き方を選ぶことは 

できる。「現在」というかけがえのない時間を精一 

杯生きよう。 

【渡辺和子著・「置かれた場所で咲きなさい」より】 

使用済み切手を集めましょう BF 委員会  

東日本区理事通信  第 6号  （抜粋） 

理事メッセージ    東日本区理事 板村哲也 

 11 月は好天が続きました。コロナで気持ちがふさぎ

勝ちですが青空と爽やかな風は一服の清涼剤となりま

した。しかし以前から予測されていたように、気候の

寒冷化・乾燥化や人の動きに伴い新型コロナウイルス

の感染が急に拡大し始めました。個人の努力の限界は

超えたとは言え、引き続き感染防止に注意を怠らない

ように致しましょう。11月 14 日に甲府 21クラブの創

立 30 周年記念例会が開催され、その中で 2名の入会式

が行われました。また豪州アデレードクラブとの IBC

締結式が Zoom で行われました。Zoom による IBC 締結

はワイズメンズクラブ国際協会として初めてのケース

でしたが、周到な準備で極めて順調に執り行われまし

た。なおこの IBC 締結は国際協会として 1004 番目との

ことです。11 月 27 日には石巻広域クラブでハイブリ

ッド方式による入会式・転入式が行われ、それぞれ 4

名、1名が入会されました。第 2回役員会（11 月 7 日）

で東日本区の法人化準備委員会の設置が承認され、宮

内友哉委員長を筆頭に 24 名の委員の皆さまが任命さ

れました。法人化の動きは日本区時代の 1992 年から始

まり、紆余曲折がありましたが、最近 2 年間の集中的

な検討で具体的な取り進め案を得るに至りました。こ

れから約半年間法人化準備委員会で最終的な作業を行

い年度末に一般社団法人として登録を行うことを目指

します。これからの動きにつきましてはいろいろな方

法で皆さまにお伝えしていきますので、よろしくご理

解下さいますようお願いいたします。コロナウイルス

の感染拡大の中で私たちの生活や命を守るために働い

てくださっている方が大勢おられます。また、苦しん

でおられる方も大勢おられます。団体として、また個

人として分かち合えること、助けあえることを考え実

行していきましょう。 

 

★第 2回東日本区役員会報告 
    東日本区書記 小山 久恵（東京サンライズ） 

2020 年 11 月 7 日（土）19 時より Zoomによる役員会が

開かれました。出席者 33名、そのうち役員 16 名で、

下記の 8 議案が審議され、すべてが全員一致で承認さ

れました。 

(1) 第 1 回役員会議事録承認 

(2) 臨時役員会議事録承認 

(3) 2021－2022年度東日本区役員指名 

(4) Change!2022推進委員会規則施行細則の改訂案 

(5) Change!2022 推進委員会 2020－2021 年度予算案の

承認 

(6) 新クラブ設立支援金規則の改正案 

(7) 2019－2020 年度入会の会員に対する東日本区大会

登録費補助 

(8) 東日本区法人化準備委員会の設置および東日本区

法人化準備委員会規則の制定 

その後、理事、4事業主任、7部長と各委員会委員長か

ら活動報告、担当主事の YMCA報告、監事講評がありま

した。 



東日本区からのお願い 

Change! 2022『アクションプランⅡ』   

Ｃhange! 2022 推進委員会 
『2022年をゴールとする中期会員増強運動』がスタ

ートして 3年目に入りました。昨年、『Change! 2022』

に名称変更してから 2 年目になります。目標会員数は、

東日本区がスタートした1997年の会員数1,246名です。

一昨年、EMC アンケートを実施し、各クラブに 2022 年 

のゴール時の目標会員数を提出していただきました。 

昨年、『アクションプランⅠ』を作成し、各クラブに

会員増強をお願いしてきましたが、残念ながら新型コ  

ロナ禍の影響が大きく、多数の退会者があり、前年度

よりマイナス 19名の 830名での今期スタートです。  

新型コロナ禍の中で、例会はもとよりワイズ活動そ

のものが難しい状況ではありますが、知恵を絞り、出 

来ることを皆様と共にやっていきたいと存じます。今

年の 2 月に開催された「Change! 2022 シンポジウム」 

での皆様のご意見等を参考とし、『アクションプラン

Ⅱ』を作成いたしました。 

Change! 2022 の名称のように、変えるべきことは勇

気をもって変革し、知恵を出し合い、現状を打開して

会員増強に新たな取り組みをしていきたいと存じます。  

ワイズの抱える課題 

・会員減少、会員高齢化、知名度の低さ、金銭負担 

・新型コロナ禍における新生活様式でのワイズ活動 

Change! 2022『アクションプランⅡ』の提唱 
１．コロナ禍における会員増強と新クラブ設立につ

いて 

 次の３つの方法で目標「830 名→1,246名」を達成

しましょう。 

(1) 各クラブによる会員増強 

2019 年 7 月に各クラブから出していただいた

純増目標数合計は 280 名 

   （第 1 回シンポジウム報告集 5ページに掲載） 

(2) 部内での新クラブ設立による増員数 3 年間で

13クラブ設立 予想人数 90～120名 

   （北海道部 1クラブ、他の部は各 2クラブ） 

現在、新クラブ設立に際して、東日本区 YES

（Y’s Extension Support）より 10 万円の支援金が

贈呈されますが、これとは別に、Change! 2022 推

進委員会では新クラブ設立の助成金制度（スポ

ンサークラブに 5 万円、新クラブに 5 万円）を

設け、新クラブ設立を支援します。 
 (3) 会員個人によるアニバサリープレゼント（詳細

は別紙）予想人数 50～60 名 2020 年から 2022

年の間に周年記念を迎えるクラブへの会員候補

者（知人・友人）の紹介。   （次号に続く） 

 

        

 

 

 

 

富士山 YMCA  金井 淳 

  コロナ禍の影響で、毎年 10 家族以上の方が参加す

る富士山 YMCA 主催の年越しファミリーキャンプは

中止となってしまいました。しかし、一般のお客様

で既に宿泊棟・テントサイトとも予約が満室・定員

となっております。引き続き、感染症対策に細心の

注意を払い、新しい年を富士山 YMCA で迎えるお客様

と、富士山から昇る初日の出を見て、良い年が迎え

られることを願います。 

 

   
      富士山ＹＭＣＡの夜明け 

 

 【お知らせ】 

 

 2020－2021年度 東日本区 予定 
 ●第 24 回 東日本区大会 

  日時：2021年 6月 12日（土）～13 日（日） 

  会場：甲府湯村温泉郷 常盤ホテル 

  ホストクラブ：甲府 21 ワイズメンズクラブ 

 2020－2021年度 富士山部 予定 
 ●第 2 回 役員会・評議会 

日時：2021年 1月 23日（土） 

会場：静岡ＹＭＣＡセンター 

ホストクラブ：富士宮ワイズメンズクラブ 

 ●第 3 回 役員会・評議会 

日時：2021年 5月 22日（日） 

会場：静岡ＹＭＣＡセンター 

ホストクラブ：熱海ワイズメンズクラブ 

  

 ○2020 年度 静岡ＹＭＣＡ主催の英語スピ

ーチコンテストは中止となりました。 

 

○東日本区事務所の一時閉鎖と 

       今後の区の運営について 
 新型コロナウイルスの感染が急激に拡大してきま

したので東日本区事務所を来年 1月末まで閉鎖する

という通達が 12 月 4 日付で板村理事よりありまし

た。詳しくは東日本区ホームページをご覧ください。 

ＹＭＣＡだより 


