
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    LT     

               RBM 

                 

☆2021年 4月例会☆ 
と き  2021 年 4 月 15 日 19：00～21：00 

ところ  かしむら 3 階会議室 

     

司会  岩辺富雄君        

              

1. 開会の辞            鈴木靖巳君 

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．閉会の辞            増田 隆君 

                  

 

●役員会         担当 吉澤廣美書記                        

 
 
Happy Birthday          

    4月 なし 

 

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 

 

２０２１年４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                        

 次田 升勇                         

 一昨年の 10 月から始まった中国ウイルス（トランプ

前大統領）が 1年半を過ぎても収まるどころか緊急事態

宣言や時短営業要請を何度も繰り返してまた感染者が

増えるばかりです。私は飲食店を経営していますが、昨

年の 4 月から 5月にかけて 1 か月、12 月 23 日から今年

の１月 5日まで 2週間時短要請を受けて休業しました。

その間我々飲食業に携わる者は、自分たちの店から感染

者を出さない、クラスターを出さない、この事に全力を

注いできました。なぜならそれを出してしまったらつぶ

れてしまう恐れがあるからです。事実この半年で数軒の

お店が廃業しています。この 3 月 22 日から関東 1 都 3

県で緊急事態宣言が解除されましたが、毎日報道などを

みているかぎり感染者が減るどころかますます増える

ばかりです。世界をみますと中東地域やミヤンマーでは

武器による戦争をし、先進国では武器を持たないウイル

ス戦争をしています。今年いっぱいかあるいは来年の今

頃までには、武器を持たない戦争をワクチンや薬などで

収束したいですね。数年後には笑い話ができるような世

の中でありたいものですね。 
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3 月例会報告                                
 

 
三密を避けて 3月例会開催 

日 時  3月 18日 19：00～20：30 

場 所  かしむら 3階会議室 

出席者  高野、吉澤、仲澤、小澤、井上、次田 

     鈴木、岩辺、漆畑、増田 

久しぶりの例会が出席者 10名で開催されました。例

会場は役員会で使用する「かしむら」3階で午後 7時

より三蜜を避け、体温を測定し、マスク着用というコ

ロナ対策を充分にした中で行われました。換気を良く

するために窓を開放しているので早春とはいえ少し肌

寒さを感じながら議題に入りました。今月の例会は、

通常の例会と違い、儀式と食事は省き、久しぶりに顔

を合わせるメンバーがひとり一人近況報告をしていた

だいたり、またこれからの富士クラブについて本音で

語り合いました。しかしこれと言って妙案はなくこれ

からの富士ワイズメンズクラブを物語っているようで

した。しかし今回の例会は今までの様なワイズソング、

ワイズの信条などがなく、このような例会形式だと、

これから入会する方も（入会者がいればよいのですが）

違和感なく受け入れられるのかなと感じます。会員減

少に悩むのは当クラブばかりでなく、全国のクラブも

同様でしょう。これからのワイズメンズクラブや他の

奉仕団体も既成の概念から脱却し、変えられるものは

変える勇気をもって取り組み、新しい時代に合ったク

ラブに変貌していきましょう。     （増田） 

（その後役員会に移りました） 

 

3 月役員会報告       書記 吉澤廣美 

   

 
高野会長と司会の井上ワイズ  

・今後の事業活動 クリーン作戦 ロゼシアター～市

役所前通り 富士クラブが一般公募して掲げている標

語プレート 10枚弱の清掃と大通りゴミ拾いを CS鈴木

靖巳委員長中心に検討する。 

・2020～2021 富士クラブ総会を 6 月に開催する。日

時、・今後の例会はメンバーの顔を見て元気度を確認

する意味合いでも「かしむら」で 19：00より食事抜き

で役員会も兼ねて行う。 

・富士山部部長選出の新たな方法を部役員が検討中で

ある。 

 

   
 今後のワイズについて語り合う岩辺ワイズと漆畑ワイズ 

 マイタイム           岩辺 富雄 

皆様コロナ禍の中いかがお過ごしでしょうか。 

以前、金井様からパソコンのお話が有り、子供の頃

MS-DOS の入ったパソコンでゲームなどをして遊んで

いたお話が有りました。去年から大学に入学しても入

学式も無し、授業もオンラインで学校に行く必要もな

く、入学しても一回も学校のキャンパスに行った事も

無く、自分の目標としていた大学に何の為に入学した

のか多くの学生が悩んでいる様です。そして仕事もオ

ンラインで出来る為、わざわざ会社の在る首都圏に居

を構える必要も無く故郷に帰りリモートワークで会社

に貢献できる様になり、仕事のスタイルもいろいろ変

わって来ました。ですが、私の仕事は労働集客的な仕

入れから販売・魚の裁き・集金に至るまで全て実際手

の掛かるもので、一部パソコンにお世話に成りますが

殆どは人間の手による作業ですのでとってもリモート

ワークの様な訳には行きません。最近ではアマゾンや

BASE・楽天などのショッピングモールに出店する会社

も多くいるようですが、まだホームパージを作ること

もまま成らなく思っています。やはりコロナに負けじ

と、逆に利用してこの機に不得意で有ります OA機器の

履修に挑戦して行きたいと思います。ネバーギブアッ

プ。                        

   

   

 

 

         



お悔やみ申し上げます 
 第 15代 東日本区理事 河合 重三 Ysが 4月 2日 

午後 0時 17分 天国に旅立ちました。 

チャーターメンバーであり東日本区理事、富士山部部 

長、クラブ会長２回という富士クラブにはなくてはな 

らないメンバーでした。昨年の樫村ワイズ、そして河 

合ワイズ、富士クラブとしてはクラブの重鎮を相次い 

で失い残念でなりません。 

在りし日の河合ワイズを偲び活動写真を掲載します。  

           

                               
第 15代東日本区理事就任挨拶をする河合 Ys 

  2011.6．5 於 長野県松本浅間文化センター 

   
 

       
第 14回東日本区大会で承認された河合理事と夫人          

 

 
2012.8．8納涼例会（ホテルグランド富士）     

             
 

  
      会長時代の例会でのシーン 

  
京都エイブルクラブ 25周年記念例会参加 平等院前 

参加者全員で記念写真 2015.5.16～17 

 

 
↑納涼会  ↓東日本大震災募金活動（新富士駅前） 

 



東日本区理事通信  第 10 号  （抜粋） 

理事メッセージ    東日本区理事 板村哲也 

 4 月は日本では新たなスタートに時期で官庁、多く

の企業、学校で新年度が始まります。ワイズでは年度

の四分の三が経過し、追い込みの時期です。これまで

コロナ禍で何かと思うにまかせぬことはあり、それは

今も続いていますが、皆で協力しながら困難を乗り越

え活動を行ってきました。改めて皆さまのお働きに感

謝いたします。残すところ 3か月となりましたが、年

初の計画とこれまでの 9か月を振り返り計画や目標の

達成に追い込みをかけましょう。次期の区、部、クラ

ブの役員の皆さまは新年度に向けて既に準備に忙しい

日々を過ごされていることと思います。現・次期関係

者間のコミュニケーションを良くして段取りよく円滑

に新年度をスタートしましょう。また各会員の皆さま

もそれぞれの立場でいっそうのお働きをされることを

期待します。今月 10日（土）夜にリモートで第 3階東

日本区役員会（現・次期合同）を開催します。次年度

の理事方針、事業計画、予算、人事の他東日本区の法

人化や多くの重要事項が審議・決定されます。第 24

回東日本区大会は 6月 12日（土）の午後ハイブリッド

で開催致します。近々詳細をご案内できる予定です。 

3月 21日で東京都の緊急事態宣言が終了しました。こ

れに伴い東日本区事務所および区の活動を再開しまし

た。しかし新型コロナウイルスの感染のリバウンドや

変異株の感染拡大が懸念されています。これからも気

を緩めず状況を見ながら適宜の方法で諸活動を行いま

しょう。残りの 3か月を全力で走りましょう。 

 

強調月間 「ＬＴ・ＲＢＭ」           
ＬＴ（リーダーシップトレーニング） 

東日本区ＬＴ委員会委員長 山下 真 

「変えられるものを変える勇気を、変えられないもの

を受け入れる冷静さを、そして両者を識別する知恵を

与えたまえ」アメリカの神学者、ラインホールド・ニ

ーパーのこの祈りの言葉を東日本区ＬＴ委員会では年

間テーマとしてきました。常にリーダーは取り入れる

べき変化を受け入れ、それに向けたトレーニングを継

続していくことが求められています。 

 

ＲＢＭ（Roll Back Malaria）ロールバックマラリア 

東日本区国際・交流事業主任 米長 晴信 

4月 25日は世界マラリアデーです。ワイズメンズクラ

ブ国際協会では、マラリア撲滅のための国際的枠組み

に参加して撲滅に向けて取り組んでいます。マラリア

は蚊を媒介して感染する病気で予防するのは極めて厄

介です。コロナのように手洗いやマスクでは予防でき

ないのです。日本ではマラリアがなくピンときません

が、熱帯の地域を中心に年間 2億人を超える感染者と

43万人の死亡者が推定されています。コロナに加えて

このような恐ろしい病気にさらされている人たちの事

を頭に思い浮かべ、国際協会の RBM基金への協力など

ワイズメンとして出来る事をしてまいりましょう。  

 

 

 

 

富士山 YMCA  金井 淳 

  標高 650 メートルの朝霧高原、富士山 YMCA も 4

月になり春の香りがしてきました。富士ワイズの皆様

に植樹いただいた山桜たちも、花をつけ、この原稿を

書いているときにほぼ満開です。昨年、コロナウィル

スのために中止になった大感謝祭ですが、今年度も中

止で決定いたしました。来年 2022年は富士山 YMCAが

15 周年を迎えます。コロナウィルスが落ち着き、15

周年を盛大に祝えるよう祈るばかりです。 

   

    富士山 YMCA宿泊棟から富士山を望む 

 

【掲示板】 
東日本区 

 第 24回東日本区大会は 6月 12日（土）の午後ハイ

ブリッドで開催予定。 

富士山部 

 第 3 回役員会・評議会は 5 月 22 日（土）静岡 YMCA

（熱海）で開催予定。 

富士クラブ 

・クリーン大作戦（清掃奉仕作業）は詳細が決定次第

発表します。（CS委員会） 

・使用済み切手を例会、役員会時に持参してください。

切手の周りを 2～3 ミリ残して氏名を記入した袋

に入れ担当の岩辺ワイズに提出して下さい。 

ＹＭＣＡだより 


