
 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」の加盟団体です 

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 
       １０月会報 
 

 

 

10 月強調テーマ 

ＢＦ 

ＴＷ２２ 
 

☆2021 年 10 月例会☆ 
と き  2021年 10 月 13 日（水）18：30～ 

ところ  ホテルグランド富士（0545-61-0360） 

受付 吉澤廣美君・井上暉英君 

司会 増田 隆君  

1．開会点鐘              小澤会長 

1．開会の挨拶            市川文彦君  

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              小澤会長                

1．ゲスト・ビジターの紹介       小澤会長 

1. 食前の感謝            岩辺富雄君 

1．マイタイムアワー 

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            漆畑義彦君 

1．閉会点鐘              小澤会長 

例会終了後 役員会     担当 高野書記       

10 月 Happy Birthday 
10 月 15 日 岩辺富雄君 

10 月 20 日 菊池初彦君 

10 月 25 日 次田升勇君 

 

７月例会報告 

在籍会員 13名 例会出席者 10名 スマイル基金 14,000円 CS基金 996円 

功労会員 名 出席率 77％ スマイル累計 14,000円 CS累計 996円 

担当主事 １名 ゲスト 1 名  ビジター  3 名 総出席者    14名 

 
 

３４ ３４き３４ 
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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 

変革 

吉澤廣美 

この時期、どうしてもコロナ関係の話になります。

10月から緊急事態宣言が解除されましたが、今年もい

ろいろな行事、事業が中止、中止でした。先日、回覧

板に小学校地区限定の冊子が入っており、生涯学習の

各部の部長コメントが載っておりました。今はコロナ

禍なので我慢の時ですが、コロナ終息後には地区の結

束を深めて以前のように各事業を行いましょうという

文章がほとんどでした。しかし、体育部長だけが、地

区体育祭が 2 年間中止になっておりますが、この状態

で何ら不都合がないならば止める方向を検討してもよ

いという主旨のことが書いてありました。恒例の体育

祭開催の張本人の文章でしたので驚きました。素直な

気持ちなのかな。 

世の中が変わりました。変わろうとしています。必

要としているもの、見直した方がよいものなどを見極

める時です。コロナ禍が 2 年も続き、これからも続く

とは誰が予想したでしょうか。スピード速くいろいろ

なことが変わっていきます。 

        

 

お隣りクラブの情報 

8 月、9 月はコロナ感染拡大（第 5 波）によりワイズ

の活動に限らず、経済活動も社会活動も自粛が当たり

前のようになり、例会が 2 か月も中止となりました。

まさに非常事態でした。しかし、9 月後半位から感染

者数も徐々に減少傾向となり9月30日には全都道府県

に発令されていた緊急事態宣言は全て解除されました

がまだまだ気を緩めては危険です。富士クラブは、よ

うやく 10 月例会を開催するはこびとなりました。早く

メンバーの皆様の元気な顔を見て、安心したいもので

す。そして気になる近隣クラブの動向を調べてみまし

た。今回は富士クラブの親クラブの熱海グローリーク

ラブと、子クラブの富士宮クラブです。 

 

熱海グローリークラブ 

8，9 月例会は中止でした。 

10 月例会は 10 月 27 日（水）実施予定 

会場は 静岡 YMCA 熱海センター（会員減少の為、今ま

でのようにホテル例会はやめて YMCA センターを使用

することになりました） 

富士宮クラブ 

8，9 月例会は中止でした。 

10月例会は 10 月 26日（火）実施予定 

会場は 志ほ川バイパス店（変わったので注意！） 

体験記 「ちょこ美」清掃活動に参加しました 

10月 9日（土）朝 9時より田子の浦港西側の突堤付

近の清掃作業に参加しました。今年度富士クラブが計

画している海岸清掃活動を実施するときに参考にした

いと思い体験参加しました。      （増田 隆） 

開始前の説明会。作業時間は 1 時間位。参加者 50 名位                               

港西側の突堤付近は漂流物のたまり場所になっている 

 
凄い量のペットボトルと流木の山です 

 



 

 

 

今回はペットボトルと缶を主体に回収しました 

 
子供たちも大人に負けないくらいに頑張っていました 

20 人位の子供たちが参加していました 
 

漂着ボトルで宝生み出す 
 国内屈指の眼鏡産地、福井県鯖江市のプラスチック製

品製造工場は 3 月、若狭湾に漂着したペットボトルを原材

料にサングラスの生産を始めた。その名も「オーシャングラ

ス」。海洋ごみをテーマに活動する地元の環境団体からの

誘いがきっかけ。「きれいな海を守りたい」と両者の思いが

商品化につながった。「素材や厚みがバラバラで材料の配

合が難しい」と製造会社に社長は開発の苦労を振り返る。

漂着ボトルは海外製が多く、日本製と溶解温度などが微妙

に異なる。フレームの柔軟性を確保するために試作を重ね

た。サングラス 1 つ当たり 500ｍｌのボトルを 2 本分使用し

た。東京都内のセレクトショップでは 9,800 円の価格をつけ

る。このようにより価値のある商品に再生させる「アップサイ

クル」。中小企業や職人らが、アイディアや技術を生かし個

性的な製品を生み出している。（令和 3 年 10 月 2 日

NIKKEI土曜版より抜粋） 

 

東日本区理事通信 2021.10.１ 第 4 号（抜粋） 

理事メッセージ 

東日本区理事 大久保知宏 

 国際協会では 9月 1日から 12月 9日までの 100日間

を会員増強集中キャンペーンとして、今年の 1 月の時

点と比較して 25％の会員増強をゴールとしています。

東日本区では 200 名以上の増加を目指すことになるわ

けですが、一歩一歩着実に進むことを考え、このキャ

ンペーン期間に各クラブ 1 名の増員を目指していただ

ければと考えています。私たちは Change！2022を推進

して 2022 年 12 月に東日本区スタート時の会員 1246

名に戻ることを目指して活動しています。9 月末現在

で 817名となっていてまだまだゴールは先にあります

が諦めずに活動を続けて行きたいと考えています。会

員増強の施策として 9 月～11月に毎月開催の Y's 

Night Forum を開始致しました。9 月 19 日の第 1回で

は 11名の入会候補者を含む 76名の参加、10月 24日、

11 月 14 日の計 3 回の Forum をうまく活用して、新規

入会の可能性を探っていただければと考えております。 

 

第 2回ワイズ・ナイトフォーラムＺｏｏｍ開催            

開催日時 10 月 24 日（日）20：00～ 

第1部  講演：利根川恵子さま（川越クラブ） 

テーマ  TOKYO2020オリンピックにボランティアと 

                して参加して。 

第2部  パネルディスカッション 

テーマ  北海道「チミケップキャンプ場の活動」 

     フリーディスカッション 

参加希望、詳細はワイズドットコムの[yscom8127]    

を参照してください。 

 

熱海・伊豆山地区土砂災害に伴う 

           支援の寄付のお願い 
 

去る 7月 3日に発生した熱海市伊豆山地区土砂災害に

つきまして、東日本区では、ＹＭＣＡによる「被災地

区支援プログラム」のために、寄付を募ることになり

ました。クラブまたは個人による寄付が考えられます

ので下記の通り要綱を定めましたのでご了承ください。 

｛送金方法｝ 

送金者氏名について、個人の場合はクラブ名も明記し

てください。クラブ単位の場合は、クラブ名のみで結

構です。 

【募金期間】 

9 月 10日(金)～12 月 31日(金) 

【送金先】 

・銀行名：三島信用金庫 熱海支店 

・口座番号：普通 1165698 

・口座名：特定非営利活動法人静岡 YMCA 

・名義人：理事 稲田精治 

みなさまの暖かい気持ちとご理解で被災者の皆さまを 

ご支援しましょう。 

強調月間： ＢＦ・ＴＷ２２ 
ＢＦ：BrotherhoodFund。国際役員や BF代表のための

旅費などの費用を賄うために設けられた基金で、国債

が管理・運営する。 

ＴＷ２２は次年度ワイズ 100 年に向けて。ＴＷ２２は

Towards2022 の略。「2022 年に向けて」とは国際協会

創立 100 周年において私たちが目指す姿「ビジョン

2022」を達成するための目標を掲げたものです。より

具体的な行動の計画として、「チャレンジ 22」が制定

され世界中のワイズがこれに沿って取り組みを行って

います。東日本区の「Change！2022」もその一環です。 



 
みなと公園からの富士山（2021.10．9） 

国際協会ニュース 

「100日間会員増強キャンペーン」 
9 月 1 日～12 月 9 日までの 100 日間は、国際協会を挙

げて会員増強に集中的に取り組むキャンペーンの期間

で、今年度で 3度目となります。 

会員増強は、年間を通じて取り組むべき重要な課題で

すが、特にこの期間に、世界的に各種施策を実施する

ことで、他の地域や区や国と共に連携、励まし合って、

メリハリのある活動を行うことが期待されています。 

今年は世界中で、この期間に入会候補者に対する「オ

ープンハウス」の開催が奨励されていて東日本区の「ワ

イズナイトフォーラム」もこのひとつです。各クラブ

増員 1名以上を目指しましょう。 

ミヤンマーからの報告 2021年 10月 1日 

APAY（アジア太平洋 YMCA同盟ニュースレターの抜粋） 

ミヤンマーYMCA は、現在 12 万人が参加する団体とな

っています。全国には 31 の YMCA があり、336 人のス

タッフがいます。例えばミヤンマーYMCA 同盟があるヤ

ンゴンでの活動 

は、高齢者や貧困地域の子供たちのサービス活動を展

開しています。2020年 3月にコロナ感染症のための地

域はロックダウンされ以

後感染者は 50万人を超え、

死者は 17,000人になって

います。そして、2021 年

2 月に起きた国軍による

クーデターによって死者

1,100 人逮捕された人は

8,300 人となり、内 6,600 人は今日でも監禁されてい

ます。YMCA で活動する若者たちは「私たちのすべきこ

とは、苦難にある仲間たちを支援することだというこ

とが明確になってきた」と言います。「ミヤンマーの

人々が今ほど私たちの働きを必要としていることはな

いのではないかと感じています」と。 

募金協力のお願い 
募金の協力をお願いします。東西日本区を含むアジア

太平洋地区のワイズではミヤンマーYMCA 同盟と新し

くできた 4つのワイズメンズクラブの働きを支える募

金をしています。各国のワイズ事務所をとおしてアジ

ア太平洋地区ワイズ事務所（香港）へ送ってください。 

特定非営利活動法人静岡 YMCA 
     令和 3 年 10月度運営委員会報告 

              運営委員 井上暉英 

 

日 時  2021年 10 月 7日（木）18：30～ 

場 所  静岡 YMCA熱海センター 

議 題 

（1）中学生英語スピーチコンテスト 

11月 27日実施。会場：熱海 YMCAセンター。リ

モート方式で実施予定。 

 

（2）静岡（設立時熱海 YMCA）創立 50周年事業。 

50周年記念日 2024 年 4 月 25日 

（3）機関誌発行 

1 月発行予定 

報 告 

（1） 静岡 YMCA 事業報告書の制定 

（2） 日本宝くじ協会助成テント申込み結果 

 伊東クラブ、熱海クラブ：各大１張 

（3） 熱海市伊豆山土石流災害 口座入金状況他 

 

      

      

      

                                       

             富士山 YMCA 金井 淳                                                                     

 

10月に入ると気温も涼しくなり、キャンプのシーズ

ンになってきます。現在予約を受け付けている 11月末

までの土日のテントサイトは、既にほぼ定員になって

います。富士山 YMCAからは初冠雪をした富士山（融け

てしまいましたが…）と、ススキの草原とのツーショ

ットを楽しむことができます。9 月まで実施していた

「静岡県民・山梨県民感謝デー」（毎月第一日曜日は

静岡県・山梨県在住の方の日帰り入場料が無料！）が

12月まで延長されます。ぜひご家族と遊びにお越しく

ださい。 
 

 
朝霧高原にも秋の気配が・・・・ 

         

富士山ＹＭＣＡだより 


