
  2021 年 富士クラブ会長主題       何事も、楽しんでいきましょう                               

国際会長主題          キム・サンチェ     世界とともにワイズメン 

アジア太平洋地域会長主題  大野 勉        100年を超えて変革しよう 

東日本区理事主題       大久保知宏      私たちは次の世代のために何ができるのか？ 

富士山部部長主題       小原進一        ワイズリニューアル 

富士クラブ会長主題      小澤嘉道        何事も、楽しんでいきましょう 

  

 2021年 7月会報 
７月強調テーマ 

Change ! ２０２２  ・  PR 

 

☆2021 年 7 月例会☆ 
と き  2021 年 7 月 14 日（木）18：30～ 

ところ  ホテルグランド富士（0545-61-0360） 

受付 市川文彦君・井上暉英君 

司会 高野 亨君  

1．開会点鐘                会長 

1．開会の挨拶            岩辺富雄君  

1．ワイズソング・ワイズの信条       司会 

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            小澤嘉道会長                

1．ゲスト・ビジターの紹介         会長 

1. 食前の感謝            漆畑義彦君 

1．各委員会より反省と抱負 

1．誕生日                 司会 

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             金井 淳君       

1．閉会点鐘                会長           

◎ 役員会          担当 高野書記       

 
7 月 Happy Birthday          

    ７月 1日 鈴木靖巳君  

 

月例会報告 

在籍会員 13名 例会出席者 名 スマイル基金 円 CS基金 円 

功労会員 名 出席率 ％ スマイル累計 円 CS累計 円 

担当主事 １名 ゲスト 名  ビジター  名 総出席者    名 
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第 3４期 2021年 7月～202２年 6月

第 34期富士クラブ 
会 長           小澤 嘉道 

副会長           菊池 初彦 

直 前 会 長        高 野  亨 

監 事           仲澤 昭夫 

監 事           吉澤 廣美 

書  記         高 野  亨 

会 計           鈴木 靖巳 

担 当 主 事       金 井  淳 

ドライバー委員長      吉澤 廣美 

親睦委員長         岩辺 富雄 

BF.EF.IBC.DBC 委員長    岩辺 富雄 

ユ ー ス 委 員 長      増 田  隆 

CS 委員長         菊池 初彦 

ブ リ テ ン 委 員 長     増 田  隆 

EMC 委員長        市川 文彦 

物品管理委員長       次田 升勇 

特別 .文献委員長      漆畑 義彦 

静岡 YMCA 委員       井上 暉英 

 東日本区監事          漆畑 義彦 

 

 

 

 

 

 

 

 



巻頭言 

             第 34 期会長 小澤嘉道  

素晴らしき前年度会長の後で大変恐縮ですが、34期

会長を務めさて頂きます小澤です。今年 1年よろしく

お願いします。 

 昨年度は、新型コロナウイルス感染を懸念して初例

会は中止となりましたが、今年度は、開催予定との事

で先ずはホットしております。 

私が会長だった 2011年の 3 月 11日、未曾有の東日

本大震災はおこりました。ライブ映像による津波被害

に誰もが驚異を感じました。富士クラブは、被災地に

向けて今何ができるか、何度となく集まり話合が行わ

れました。改めて団結とボランティア精神を感じ学び

ました。あれから 10年が経ち会員は減ってしまいまし

たが、私をそだててくれた富士クラブの為に頑張りま

す。コロナ禍で事業は限られてくると思います。皆が

集まりワイワイガヤガヤ出来るひと時が一度でも多く

出来るようにしたいです。その様な訳で、前年度会長

主題は引き続き使わせていただきました。皆さん、『何

事も楽しんでいきましょう！』１年よろしくお願い致

します。  

  

2021-2022（第 34期） 

定時総会開催    
6 月 23 日（水）午後 6 時 30 分よりホテルグランド

富士に於いて、第 34期の定時総会が会員 13 名中、10

名の出席で開催されました。議長に岩辺君を選出し議

事に入りました。2020年度事業報告、会計報告、会計  

監査報告があり承認されました。続いて 2021 年度役員

承認の件と、活動方針、事業計画と予算案が審議され

承認されました。会計用の銀行預金通帳作成のため、

クラブ事務所の所在地を会長宅に変更の件も承認され

ました。その後新旧会長のバッジ交換が行われ、小澤

新会長の挨拶があり総会は無事終了しました。 

 
高野直前会長から小澤新会長に会長バッジの交換 

 

2021年度 富士ワイズメンズクラブ活動方針 

会長主題 「何事も 楽しんで行きましょう！」 
● 基本方針 

 新型コロナウイルスの影響により、昨年 4 月から例

会、役員会はほとんど中止となり、34期も同様となり

つつあります。ワイズに対するモチベーションは下が

るばかりですが、例会、役員会は同時開催として出来

る限り行いメンバーと 1年を楽しみたいです。そこで、

前年度会長主題をそのまま使わせていただきます。 

● 事業計画 

 コロナ禍に於いて今季の各事業は不透明となりそう

です。そんな中でも富士ワイズメンズクラブ杯中学校

招待サッカー大会をメイン事業として、市役所前通り

清掃活動は行われることを願いたいです。 

会長就任あいさつをする小澤新会長 

富士クラブ 2021 年度の主な事業計画 

▲親睦委員会 

 親睦会・クリスマス会 

▲特別・文献委員会 
クラブの歴史の資料集め・リモートの勉強 

▲ドライバー・プログラム委員会 
  早くコロナが終息して安心した例会が開催され

ることを望みます。その折には卓話者の紹介をお

願いします。 

▲物品管理委員会 
  例会の誕生日プレゼントの品物の補填をします。 

▲CS委員会 
  市役所前通清掃、車椅子清掃、海岸のプラスチッ

クごみの清掃（新規事業） 

▲EMC委員会 
  各事業毎に、協力者（サポーター）を募る。 

  他団体の事業に積極的に参加し富士クラブを PR   

  必要に応じて EMC 研修会を開催する。 

▲BF・EF・IBC/DBC委員会 
使用済み切手の収集協力のお願い。 

今期は京都エイブルクラブと交流したい。 

▲ユース委員会 
富士山女子駅伝の協力 

中学生招待サッカー大会の支援 

▲ブリテン委員会 
  楽しい紙面のために原稿の協力をお願いします 

▲静岡 YMCA委員会 
毎回の委員会に参加し、その内容をブリテンに掲

載予定です。又、皆様の各々の提案を期待します。 



マイタイム 

コロナ騒動に思う 

仲澤昭夫 

 

２年越しの新型コロナウイルスによって世界は大き

く変貌してきた。仕事の方法、医療制度の在り方、個

人の生活スタイル等が世界規模の感染拡大で変わらざ

るを得なくなってきた。そんな中で例によって日本の

メデアの大多数は政府に対する不満を一方的に垂れ流

すだけだ。よい例が高橋洋一氏の「さざ波」発言だ。

日本は欧米に比べてコロナ感染者が何百分の一で、氏

はそれをグラフで示してそう表現した。そこだけを左

翼系の人間がネットで切り取り炎上させ氏の「内閣官

房参与」の更迭要求―朝日新聞がことさらに強調―立

憲民主党と共産党が高橋氏を参考人招致しろと要求―

野党議員が菅総理に「さざ波」発言の真意を問うーこ

んな流れの中で高橋氏は辞任した。テレビのコメンテ

イターの中で総理は国税を使って参与を任命している

等と事実誤認（給与も交通費もなし）を厚顔無恥にも

のたもうた馬鹿な学者もどきもいる。世界各国の感染

者数のグラフで日本の現状を示したのに肝心のグラフ

を隠してその表現を不謹慎だと決めつけて、首を猟（と）

る。それがメデアや野党議員の手柄？だとする風潮が

この国を駄目にしている。 

 

2021━2022 年度 国際会長ニュース 7 月号より 

キム国際会長のメッセージ （抜粋） 
 ワイズメンズクラブ国際協会の皆さま、ご家族の皆

さま、韓国のキメからご挨拶申し上げます。困難な時

代、不確実な時代の中で、私は会長の職に就きました。

しかし、勇気ある人にはチャンスもあります。今年度

の取り組みを計画するにあたり、私はワイズメンズク

ラブ国際協会（YMI）の認知度に焦点を当てたいと考え

ています。グローバルな奉仕団体としての YMI の知名

度は、私たちがローカルレベルで提供しているかけが

えのないコミュニティーサービスから始まります。こ

れらの活動が、YMI のグローバル・アイデンティティ

とパブリック・イメージの中にどのように織り込まれ

ているかが重要です。 

「世界を癒そう」、YMI の国際プロジェクト（UGP）- 

このプロジェクトに対して私は、大いに期待していま

す。私たちは YMI の新世紀を迎えるにあたり、強く、

持続可能で、活気に満ちた運動として進化していきた

いと考えています。「世界を癒そう」（HTW）が人々が

すぐに「さすがワイズメンズクラブ国際協会」と認識

できるような、特徴的なブランドを確立するための手

助けとなることを願っています。私たちの歴史の中で

この時期に私たちは、国際的な感覚を強化する必要が

あります。HTW は新型コロナウイルスの世界における

特定のニーズに対応するプログラムやプロジェクトを

通じて、国際的な関与と組織的な連帯感を高めること

を目的としています。 

（続きは「国際会長ニュース」7 月号をご覧ください） 

TOKYO２０２０の聖火が 

富士の街を駆け抜ける 
ギリシャのオリンピアの遺跡で太陽の光により採火さ

れた聖火は 6月 24日富士の街に到着し盛大な歓迎セレモ

ニー終了後、午後 4 時すぎに「ふじさんめっせ」をスタ

ートし、中央公園芝生広場までの約 2.5Km を 13 人のラン

ナーがそれぞれの思いを胸にトーチを掲げて希望の灯火

（ともしび）をつないだ。沿道には多くの市民が詰めか

け、もう今世紀には見られないであろうこの歴史的な聖

火リレーを目に焼けつけた。 

 
12番目のランナーは北京オリンピックのバレーボール選

手の斉藤信治さん（東レアローズ所属） 

 

          

  
 

  

 



東日本区理事通信 2021.7.１ 第１号（抜粋） 

理事メッセージ 

東日本区理事 大久保知宏 

 私たちは Change ！2022 プロジェクトとして、2022 

年 12 月末までに東日本区のスタート時の会員数 1246

名に戻ることを目指して、活動を続けています。区で 

は 7 月を Change!2022 の強調月間として、あらためて

クラブメンバーお一人お一人に会員増強に繋がる行動

をお願いするものです。今月のもう一つの強調月間と

しては PR があります。区ではウエブサイトの更新を計

画しています。広報・伝達（PR）の佐竹専任委員の尽

力により、ワイズメンズクラブを外部から理解できる

ウエブサイトに生まれ変わらせることを進めています。

生まれ変わるウエブサイトを皆さんにクラブを伝える

道具として活用していただきたいと考えています。 

 先の代議員会で、東日本区を一般社団法人として法

人登記することが可決されました。多くのご意見をい

ただき反対票も多い状態で可決された議案となりまし

た。理事としてはこうした状況を真摯に受け止め、区

が一般社団法人になったことを各部、各クラブがメリ

ットと感じ、皆さんの活動の支えとなるような仕組み

を作っていくことが今期の責務と感じています。その

ため、多様な意見を取り入れながら、一般社団法人と

して具体的な行動を実施することを目的とした特別委

員会を設置いたします。皆さんと知恵を出しあい、共

に行動する一年としたいと強く思います。ご協力を宜

しくお願いします。 

 

★インド新型コロナウイルス緊急アピール 

＝クラブ、会員、友人、家族からの募金＝ 

掲題アピールで皆さまから東日本区に寄せられた献金

は 284,000円となりました。これに樫村メモリアルプ

ロジェクトよりの醵出金約 32 万円を加え 5,000 スイ

スフランを国際協会に送金する事に致しました。  

（8クラブ 152,000円は東京世田谷、横浜、甲府 21、

沼津、東京たんぽぽ、十勝、東京サンライズ、宇都宮

の 8 クラブです。個人は 10 名 132,000円でした。 

[樫村メモリアルプロジェクト資金の運用方法の決定

については、2020年度第 1回役員会（7 月 11 日）で、

常任役員会の権限とされましたので、6 月 28 日の常任

役員会で上記の金額を決定しました。] 

（2020年度最終理事通信より 直前理事 板村哲也） 

 

34期年会費納入のお願い 
 

下記の口座に振り込みをお願いします 
 

銀行名  富士信用金庫 吉原支店 

店番   ００１ 

口座番号 ０４５４３９４ 

口座名  富士ワイズメンズクラブ 

        会計  鈴木靖巳 

 

 

 

 

富士山 YMCA  金井 淳                                                                     

昨年9月に富士山YMCAで開催された富士山部大会で

植樹した 10本のブルーベリーの木が、たっぷりの日差

しを浴びて、すくすくと成長しています。先日、近く

に行って良く見てみると、実がついていました。「み

らいのこどもたちへのプレゼント」、ありがとうござ

います。「いつの日かこの斜面一面がブルーベリー畑

になり、ブルーベリーを摘んでジャムを作れるといい

ね」と話していただいたことを思い出しました。 

 

 
2020年度富士山部部大会で記念植樹したブルーベリー 

 

 
第 49 回富士山 YMCA 運営委員会終了後の参加メンバーの

写真です。（2021.4．3 富士山 YMCA メインホールにて） 

左から中村委員、給食センターの菅沼さん（沼津クラブ

会長）、伊藤委員長、冨山委員、増田委員、井上委員、進

委員。この運営委員会も回を重ねて次回 7 月 10 日は記念

すべき 50 回目を迎えます。私たちワイズメンズクラブは、

青少年育成団体である「ＹＭＣＡ」の活動を支援するこ

とを第一の目的として、地域・国際社会に奉仕する国際

的なボランティア団体であることを念頭に置きメンバー

で力を合わせてワイズ活動に取り組んでいきましょう。 

 

       

富士山ＹＭＣＡだより 


