
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                                  

 

強調月間      ・BF  Brotherhood Fundの略。ＢＦ代表や、国際役員の公式訪問の費用を補うための 

                  際協会の基金。 

      ・ワイズメネット  男性会員のパートナー。 

 

☆2021年 3月例会☆ 
と き  2021年 3月 18日（木）19：00～ 

ところ  茶房かしむら 3階 会議室 

     

司会 井上暉英君        

              

1. 開会の挨拶            漆畑義彦君 

1. 会長挨拶                 高野亨会長 

1. その他 

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            岩辺富雄君       

 

・役員会          担当 吉澤廣美書記       

 
 
Happy Birthday          

    3月 30日 河合 重三君  

 

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 29,000円 CS累計 2,965円 

担当主事 １名 ゲスト 名  ビジター  0名 総出席者    名 

 

２０２１年 3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                                
 

富士山 YMCAグローバル・エコ・ヴィレッジ所長 

村田 彰宏 

 

富士山 YMCAは創設 12年目を迎えました。昨年度宿泊

利用者数は過去最高の 13,155 名となりましたが、2020

年度はコロナ禍の影響を受ける形となっております。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にお支えいただき、この場をかり

て、あらためて御礼申し上げます。大学の野外実習や家

族によるテント泊なども増えきました。世界遺産として

の雄大な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。10周年記念事業に

より建設された「研修棟」利用団体は、昨年度、約 18

団体延べ 1,223名の方が利用されました。これからも引

き続き、なにとぞ、ご指導のほど、よろしくお願いいた

します。 
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臨時役員会報告    

書記 吉澤廣美 

2/25（木）「茶房かしむら」3Fにおいて、富士ワイズ

メンズクラブ杯争奪中学生サッカー大会が正式に決ま

りましたので臨時役員会を開いた。 

・昨年までの市内、市外 32チームからコロナ禍なので

市内チームのみ 13チームで争う。 

・大会はトーナメント方式で行う。トーナメント以外

の時間帯に空いているコートで交流戦を実施する。 

・開会式、閉会式は行わず、表彰式のみとする。 

・大会本部は設置するがマスク着用し、密にならない

ように気を付ける。飲食は向き合わず会話は控える。 

・得点板は密になる恐れがあるので今回は設置しない。 

・大会役員、主催者、指導者は必ず本部で検温を行う。

その際、健康チェックカードを提出する。大会前 2

週間の体調、検温をチェックカードに記入して、大

会当日に提出する。 

・富士クラブは YMCAテントを張り、その他、必要作業

にあたる。事務局には 7 時、河川敷グランドには 7

時 30分集合。試合開始は 9時。 

その後、役員会に移り、今後のクラブ運営について話

し合いました。 

○次期会長研修会がズーム会議として行われますので、

次期会長は準備してください。 

○クリーン作戦は野外作業ですので実施したい。施設

の車イス点検・清掃は今年も行えない。 

○コロナ禍での奉仕活動を考えましょう。 

○3 月例会は食事を取らずに、ここ「茶房かしむら」

で行ってはどうかと意見が出まして、3/18（木）「茶

房かしむら」午後 7時開催に決まる。 

 

 
密を避けて久しぶりの役員会開催 

 

     

マイタイム 
井上 暉英 

昭和 19 年、終戦の一年前この世に生を受けン今年

77歳となり、コロナ禍真っ只中のこの 1年、日々の生

活状況は以前と比べ最悪の状況が続いています。昨年

ヨーロッパ旅行を企画も流れ、以前の生活（普通）も

できず、どこに行ってもマスクをつけ、きびしい日々

を続けています。早くコロナから終息を願っている今

日この頃です。 

コロナのワクチンについて毎日にようにいろいろな状

況テレビで流れていますが、インフルエンザワクチン

も一度も受けたことのない私ですので、いろいろと考

えていますが、やはりコロナワクチンは受ける心算で

すが、どのようになりますか日々心配しています。皆

さんはどうでしょうか。 
 

冬が明ける合図の花 

          コブシの花 
 

 
富士市瓜島町付近に咲くコブシの花から富士山を望む   

コブシはモクレン科モクレン属で落葉広葉樹の一つ。

早春に真っ白できれいな花を咲かせ、冬が明ける合図

となる花と言われています。コブシの花びらの枚数は

6枚です。花ことばは「友情」「歓迎」。 

 

寄 稿 
高野 亨 

知り合いから面白い川柳を頂きました。笑って下さい。 

・目覚ましの ベルはまだかと 起きて待つ 

・LED 使い切るまで ない寿命 

・無農薬 こだわりながら 薬漬 

・いい夫婦 今じゃどうでも いい夫婦 

・景色より トイレが気になる 観光地 
笑えましたか、どうでしょうか 

 

使用済み切手の収集にご協力ください。 

少量でも結構！毎月の例会、役員会にご持参下さい 

BF委員長  岩辺 富雄 



第 26回 富士ワイズメンズクラブ杯争奪 

       富士市中学生サッカー大会  

優勝は田子浦中学校 

3月 6日・7日 感染防止ルール順守で開催される 

 昨年の大会はコロナ感染拡大により急遽中止とな

ったが、今年は徹底した感染予防と指導者の先生方の

並々ならぬ努力と協力により開催されました。 

新型コロナ対策として、会場への入場は同居家族のみ

に制限。10日前から健康チェックカードへの記入を求

めるほか、当日はマスクの常時着用、試合ごとの検温

と来場者名簿への記入なども徹底して行われました。 

高野会長のメッセージ 

 例年市内中学とクラブチームおよび県中東部から

の招待チームにより開催しております「富士ワイズメ

ンズクラブ杯争奪大会」ですが、今年はコロナ禍とい

う事もあり、参加校を市内の中学校に限定して開催致

します。感染症予防に十分配慮し、選手の皆さんが存

分に力を発揮できるようサポートしてまいります。こ

のような状況下にもかかわらず大会を準備、運営して

頂く先生方や大会関係者の皆さまに心から感謝申し

上げます。 

 
今回の大会は女子選手の参加が目立ちました 

 
 

 

 
優勝した田子浦中にトロフィーとメダルを授与 

試合結果     

優勝 田子浦中     準優勝 富士中 

  三位 FCfuji        四位 元吉原・富士川一   

    （表彰は両チームとも三位表彰です）  

  五位 吉原一中     六位 吉原北中 

  七位 岩松中      八位 岳陽中 

  九位 大淵中      十位 吉原三・東中 

  十一位 富士南中    十二位 鷹岡中 

  十三位 吉原二中 



東日本区理事通信   第 9号 （抜粋） 

理事メッセージ 

東日本区理事 板村 哲也 

 1 月に行われたワイズメンズクラブ国際協会の選挙

で、来年度の次期国際会長と来年度の次期アジア太平

洋地域会長が選出されました。 

2月 13日に東北地方で震度 6強に達する大きな地震が

ありました。被害に遭われた皆さまにお見舞い申し上

げます。10 年前の大震災の再来かと緊張しましたが、

ワイズメンや YMCA の皆さまと周辺の方々に人的被害

がなく、不幸中の幸いでした。海外のワイズの仲間か

らも多くのお見舞いや励ましのメールを頂きましたの

で。この場をお借りして皆さまにお伝えさせていただ

きます。3 月は東日本大震災から 10 年となります。3

月 11 日に「3.11 記念礼拝と追悼の集い」をハイブリ

ッドで実施しますのでどうぞご参加ください。また、

「3.11献金」の受け付け締め切りを 3月 5日まで延長

致します。第 24回東日本区大会の開催につきホストク

ラブ（甲府 21クラブ）と検討を重ねました結果、コロ

ナの感染が続くであろう中で、多くの皆さまに一か所

にお集まりいただき、飲食を共にし、歓談して夜を過

ごすことは避けるべきとの結論に達しました。まこと

に残念です。そこで区大会は対面での実施ではなく、

リモート形式で実施することとし、2月 25日の常任役

員会で承認を頂きました。大会を楽しみにして頂いて

いた皆さまには大変申し訳ないことですが、事情をご

理解ください。 

 

強調月間「BF・ワイズメネット」 

BFについて 

東日本区国際・交流事業主任 米長晴信 

「無から有を生み出す」というワイズの先人の知恵で

古切手を集めて売却し、国際役員の公式日程の旅費を

捻出していくことに端を発した活動です。古切手収集

いがいに献金で納める傾向が強くなり、古切手が全体

の 15％、献金が 85％を締めているとのことです。強調

月間を機に、使用済みの切手をみんなで集めて国際的

に活躍する Brotherfoodに協力するという本来の意味

を改めて考えてみてはいかがでしょうか。 

ワイズメネットに寄せて 

東日本区ワイズメネット委員長 澁谷実季 

春の香りが漂い始めてきた今月は、ワイズメネットの

強調月間です。是非ワイズメネットについて関心を寄

せて頂きたいと思います。コロナ禍にある私たちは、

生活に、滑動に様々な制限がかかり堅苦しさの中から

も、共に助け合うためワイズメン・ワイズメネットが

協力し、知恵を持ち寄り工夫して働きをなさったクラ

ブも多いかと思います。ワイズメネット委員会では、

YMCA施設への絵本贈呈事業、東日本大震災復興支援及

び、国際プロジェクトへの献金を行っています。 

今期も多くのクラブから献金ありがとうございました。

例年、絵本は各施設から大変ご好評をいただいており

ます。又６月の東日本区大会ワイズメネットアワーで

皆さまとの再会を心待ちにしています。 

Change！2022 ニュース No.20（抜粋） 

第 4回 東日本区拡大 EMC事業委員会 報告 

     東日本区会員増強事業主任 伊藤 幾夫 

日時 2021年 2月 3日 19：00～20：40 

  場所 Zoom会議 

  出席 合計 38名 

議事④は、各部のエクステンション（以下 EXT）Zoom

会議の状況及び新クラブ設立進捗状況の報告があり

ました。 

 関東東部では 1 月 24 日に EXT 会議を開催、3 月 28

日に EMCセミナーを開催予定。茨城 YMCA宮田康男総

主事の働きかけもあり、牛久地域に行政との連携の

可能性が見えてきたということで、新クラブ設立の

動きが現実味を帯びてきた。 

 東新部では以前から動いている新宿地域に早稲田

教会の聖歌隊のメンバーを含めた新クラブを模索し

ている。候補者リスト作成の段階に入る。お誘い用

の CDも用意できている。 

 あずさ部では EXT会議を 2回開催。甲府クラブ主導

の甲府駅北口方面に予定している。また、文京区に

アフターヌーンクラブ（仮称）設立を模索中。 

 湘南・沖縄部は EXT 会議を毎月開催。入会金 6,000

円は部が負担。沖縄についてはクラブを増やして沖

縄部の独立も検討している。 

 富士山部は熱海 YMCAが静岡 YMCAに名称変更したの 

 で静岡市に新クラブを考えている。 

 

 

富士山 YMCA  金井 淳                                                                    

コロナウィルスの収束が見えない中でありますが、富

士山 YMCAのテントサイトは引き続き盛況です。他県へ

の移動自粛が呼びかけられているからか、富士市・富

士宮市をはじめとする静岡県在住のお客様の利用が増

えてきました。地元のお客様に YMCAを知っていただき、

ファンになってもらい、ゆくゆくは（ワイズメンも含

む）ボランティアなどの YMCA運動の担い手になってい

ただけることを目指します。 
 

 
3 月の富士山（富士山ＹＭＣＡから望む） 

ＹＭＣＡだより 


