
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    評価    

                

 ☆2021年６月例会・役員会は中止です☆ 

 

 
紫陽花（富士市役所付近） 

 

6 月 Happy Birthday          
6月 29日  増田 隆 

6月 30日  仲澤昭夫 

  

 

4 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６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                        

                          

                    高野 亨 

                 

富士クラブの皆様、1 年間本当にありがとうございま

した。コロナウイルスで、はじまりコロナウイルスで終

わりました。何も出来ず、お会いする事もままならない

1年間でした。申し訳ありませんでした。 

はじめは、未知のウイルスでどう対処して良いか、わか

らず、只々、ウイルスにかからないように、皆が接触を

断ち各自の隔離といいますか、家族であってもマスクご

しに会話をし、買い物もまとめ買いをし外食やカラオケ

はもってのほかでした。ワイズ活動のいちばんの楽しみ

の、何かを終えた後の飲み会も社会的に超厳禁な行為に

なってしまいました。役員会の後に、さがみで飲み蕎麦

を食べ、「ご苦労様でした、おやすみなさい！」が結局、

1 年間 1 度も出来ませんでした。コロナウイルス（チャ

イニーズ・・・）に対して悔しさと・・・やるせない怒

りの思いでしょうか・・・？オリンピック・パラリンピ

ック東京大会はできるのでしょうか？やるのでしょう

か？何事にも疑問符？のつく計画の出来ない 1年間でし

た。次期の小澤会長にすべてを引継ぎます。会長主題も

引継いで頂きまして有難うございます。1 年間ありがと

うございました。 
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富士市民活動センター 

コミュニティ ｆ 訪問記                                              

今年度よりブリテンの印刷をお願いしている「富士市

民活動センター コミュニティｆ」を富士クラブのメ

ンバーに紹介したいと思います。すでにメンバーの皆

様の中にはこの施設を利用している方もいらっしゃる

のではないでしょうか。場所は富士市吉原 2-10-20 

ラクロス２Ｆで、旧ヤオハンデパート跡、現在は 14

階建ての高層マンションが建っています。 

その２階にコミニュティｆはあります。１階のラジオ

ｆのスタジオを横に見ながら２階に行くと右側がラジ

オｆに事務所、その先の左にコミニュティｆの総合受

付があります。若いスタッフ３名が利用者の受付、情

報発信など、親身になって応対しています。この受付

で市民活動団体の各種相談業務やミーティングスペー

ス、特別会議室などの利用受付、配架物の受付/情報発

信、印刷コーナーの利用受付などを行っています。   

   広々としたミーティング・会議スペース 

ミーティングスペースは 会議や研修、あるいは後援

会・交流会などに利用できます。用途に合わせて色々

な会場レイアウトが可能です。最大 50名まで収容可能

です。（団体登録必要/予約制（3か月前から） 

センター内専用貸出備品は・プロジェクター・移動式

スクリーン・ＤＶＤプレーヤー・延長電源コード・マ

イク（有線１本、ワイヤレス３本）・アンプスピーカ

ーなどがあります。開放的で明るい会議スペースは中

身の濃い議事が進みそうでした。活動スペースも他団

体と親密な交流が出来そうです。                                       

 
開放感あふれる活動スペース 

 

 
交流スペース 

交流スペースは飲料の自動販売機や図書コーナーがあ

ります。ちょっとした打ち合わせや談笑などに利用さ

れています。活動スペースは簡単な打ち合わせや事務

作業の場所として利用できます。Wi-fi でインターネ

ットに接続することもできます。 

 
市民活動団体紹介コーナー 

情報・市民活動紹介スペースは富士市近隣エリアのイ

ベント情報や市民活動報告がいっぱいあります。チラ

シやリーフレットなど多数配架しております。イベン

トや団体情報、仲間募集チラシなどの掲示は随時受け

付けています。 

 
富士ワイズメンズクラブのファイルも・・・ 

コミュ二ティ fは、富士市で市民活動を行っている方

や、市民活動に興味があるかたを応援する施設です。 

・施設使用料は無料です。 

・指定駐車場は２時間無料です。   

富士クラブもおおいに利用して他団体と交流を図り、会員

を増やしたいですね。                 （増田） 



マイタイム  

近 況                                   

漆畑義彦 
コロナ騒動で出歩くこともままならない、仕事もま

まならない。 

世の中ドライブレコーダーが毎日のニュースに出てく

る。防犯カメラの設置が多くなり、どこにいてもどこ

かのカメラに自分が写っているようだ。仕事では得意

先の工場内の人の動きや製品の動きなどを 24時間、数

ケ月を録画して安全のため活用している。設置台数も

増えてきた。 

最近は制御装置に画像処理技術を使うことが日常的に

なってきた。弊社で開発したホトウインドーはテイッ

シュペーパーの原料の中に 100分の 1ｍｍの異物が混

入していないかをインラインで検出することができる。

異物が混入すれば警報を出し機械停止もできる。画像

処理技術はこれからも需要が伸びる分野だと期待して

いる。 

道端に凛と咲くタチアオイ（富士市依田橋付近） 

第 71 回 社会を明るくする運動 
富士ワイズメンズクラブは、「社会を明るくする運動」

富士市推進委員会の協力団体の一員として微力ではあ

りますが毎年参加、協力をしています。7 月の強調月

間として「犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地

域のチカラ」を推進します。この運動が目指すことは、

犯罪や非行を防止し、安全で安心して暮らすことので

きる明るい地域社会を築くこと。犯罪や非行をした人

が再び犯罪や非行をしないように、その立ち直りを支

えることが行動目標です。私たち富士クラブも日々の

活動の中でこの運動の趣旨を理解し活動、協力してい

くことが大切ではないでしょうか。そしてこの運動の 

目的にふさわしい行事を実施する事もワイズメンズク

ラブの活動に繋がっていくことでしょう。 

 

  

 

東日本区理事通信   第 12 号  （抜粋） 

理事メッセージ   東日本区理事 板村哲也 

5月 10日に施設入所者でない一般の高齢者を対象に

した新型コロナウイルスワクチンの接種が始まり、私

たちの活動にも少し先が見えてきました。これからも

気を引き締め、困難を乗り切りましょう。あっと言う

間に 1 年が過ぎ、残すところ 1 か月となりました。6

月は「評価」の強調月間です。コロナに始まり、コロ

ナに終わる 1年となりましたが、夫々の立場で 1年を

回顧し今期の経験を時期に生かせるように致しましょ

う。また今月は年度の締めくくりとして、第 4回役員

会、年次代議員会、区大会、法人化と重要行事が続き

ます。関係者の皆さまにはご準備をよろしくお願い致

します。それぞれの結果につきましては、月末に理事

通信ノ最終号で皆様にお伝えいたします。改めて第 24

回東日本区大会の案内を掲載しました。皆さまが一同

に集い懇親を深めることが許されない状況下での開催

となりましたが、皆さまと一緒に歩んだこの一年間を

振り返ると共に、大久保知宏ワイズの理事就任を祝い

次期への飛躍につなげていきたいと思います。多くの

皆さまのご参加をお待ちいたします。 

国際関係での大きなニュースとしまして2022年8月に

予定されていた世界大会（於ハワイ）が 1年延期とな

り、2023年 8月の開催となりました。 
 

Change!2022 ニュース No.24 

2021.6．15 発行 

 

ニュースの中から「新入会者を多数紹介したワイズ

は・・・！」より、甲府 21クラブの宮岡宏美様の 

「『楽しい』をひろげる、ただそれだけ」 

宮岡様は私の気持ちの中で「この素晴らしい会をみん

なに伝えてあげよう」と思ったので、人に会うたびに

会の事を伝え、直近の例会に誘いました。ただ、それ

だけです。誘って例会に来る人は興味があるというこ

と、一度来た方がさらに興味を持てば、二度目にいら

っしゃることになります。それで最終的に入会して仲

間となります。大切なのは 

 

▼クラブが楽しいということ 

▼自分が心からそう思っていること 

▼常に声をかけること 
 

だと思います。当たり前すぎて、文章にして皆さまに

読んでいただくのは申し訳ありませんが、以上が私の

活動です。（抜粋） 

メンバーのみなさま、参考になりましたでしょうか。 

私たちも日頃から常に初心を忘れないで会員増強に心

がけましょう。 

尚、宮岡宏美様は、入会 2 年目で、クラブの EMC 委

員長を務めています。第 24回東日本区大会において、

会員増強特別賞の最優秀賞を受賞されました。 



2021～2022年度 富士クラブ役員（案） 
会長  小澤 嘉道    直前会長  高野 亨 

監事  仲澤 昭夫    書記    高野 亨 

会計  鈴木 靖巳    担当主事  金井 淳 

東日本区監事       漆畑 義彦 

静岡ＹＭＣＡ委員     井上 暉英 

ドライバー        吉澤 廣美 

親睦           岩辺 富雄 

BF・EF・IBC・DBC   岩辺 富雄 

ユース          増田 隆 

ブリテン         増田 隆 

地域奉仕         菊池 初彦 

会員増強         市川 文彦 

物品管理         次田 升勇 

特別・文献        漆畑 義彦 

 

2021～2022年度  東日本区役員 
理事         大久保知宏   （宇都宮） 

次期理事       佐藤 重良   （甲府 21） 

書記         衣笠 輝夫   （埼玉） 

会計         鈴木伊知郎  （宇都宮東） 

地域奉仕事業主任   深尾香子（東京多摩みなみ） 

会員増強事業主任   大川貴久    （熱海） 

国際・交流事業主任  山田公平    （宇都宮） 

ユース事業主任    三田傭平   （もりおか） 

監事         漆畑義彦    （富士） 

監事         田中博之（東京多摩みなみ） 

 

2021～2022年度  富士山部役員 

部長         小原進一    （熱海） 

次期部長       前原末子    （御殿場） 

書記         山崎英史    （熱海） 

会計         深澤勇弘    （熱海） 

監事         長田俊児    （下田） 

会員増強事業主査   榎本 博    （伊東） 

地域奉仕事業主査   前原末子    （御殿場） 

国際・交流事業主査  橋本一実    （熱海） 

ユース事業主査    石川泰仁    （富士宮） 

Extension委員長   久保田康正   （伊東） 

メネット連絡委員   青木優子    （熱海） 

 

 
梅雨空に可憐に咲く紫陽花（富士市依田原付近） 

第 48回静岡 YMCA総会 
 

2021年度総会が 5月 15日に静岡 YMCA熱海センター

で開催され各クラブの活動報告があり承認されました。 

各クラブの主な事業を抜粋で報告します。 

青少年健全育成事業 

・富士クラブ  富士市中学生サッカー大会 

・熱海グローリークラブ グローリー杯少年野球大会 

・伊東クラブ  スーパージュニア学童軟式野球大会 

        教育委員会に子供のキャンプ用に伊

東クラブ所有のテントを 2基寄贈 

青少年教育事業 

・熱海クラブ  年賀はがきコンテスト 

・伊東クラブ  「伊東の海の宝探し」に協力 

地域奉仕事業 

・三島クラブ  ワイズ農園   

・御殿場クラブ YMCA東山荘研修施設清掃 3回 

        小山町の中学生に「新型コロナウイ

ルスの 3つの顔をしろう」パンフレ

ットを作成して配布しました 

・下田クラブ  河津さくら園除草作業 

        下田市ばさら峠 桜植樹 

・富士宮クラブ 風祭川清掃 

        「神話の世界」絵巻の読み聞かせ 

・熱海クラブ  熱海市糸川沿い清掃 熱海センター 
 

 

 

 

富士山 YMCA  金井 淳 

 
 今年の 2月 23日「富士山の日」に実施した「静岡県

民・山梨県民感謝デー」ですが、好評につき、6月～9

月の第一日曜日を「静岡県民・山梨県民感謝デー」と

して、静岡県・山梨県在住の方の日帰り入場料が無料

となるキャンペーンを実施します。また当日は、富士・

富士宮地域の団体と協力し、乗馬・マウンテンボード

（スノーボードにタイヤがついたようなボードで草原

を滑り降りるスポーツ）・ツリーイング（ロープを使

った木登り）などのアクティビティも体験できるよう

になっています。ぜひワイズの皆様も、お子様・お孫

様を連れて遊びにお越しください。 

ＹＭＣＡだより 


