
   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 

       

      
 

 

２０２２年 
     ２月 会報 
 

 

 

 

 

２月強調月間 

ＴＯＦ  
（タイムオブザファスト） 

☆2022 年 2 月例会☆ 

 

２月例会は中止となりました            
 

今後の主な行事予定 

ユース事業委員会 

 富士市中学生サッカー大会 ３月５日～６日 

  （現在開催は未定です。コロナの感染状況による） 

CS 事業委員会 

 ・市役所前通りクリーン作戦 

 ・施設車いす清掃作業 

 ・海岸清掃活動（２回目） 

（上記の事業は予定です。開催につきましては役員会 

の承認とコロナ感染状況によります） 

 

2 月 Happy Birthday 

漆畑 義彦君 2月 2 日 

   

 

12 月例会報告 

在籍会員 13名 例会出席者 8 名 スマイル基金 7,800 円 CS基金 0 円 

功労会員 名 出席率 62％ スマイル累計 38,800円 CS累計 2,103 円 

担当主事 １名 ゲスト １名  ビジター  名 総出席者    9 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                    

監事 仲澤昭夫 

 最近時候の挨拶がすっかり様変わりした。従来なら

この時期は厳冬の候云々だが今は新型コロナ蔓延の候

如何お過ごしですか？となる。オミクロンの変異株が

出現し政府は益々対応に苦慮してる。トランプ前米大

統領や一部日本の有識者が命名した如くこれらを武漢

ウイルスと呼ぶのが正しい呼称ではないか。このウイ

ルスの発生，伝播等を全て隠蔽した支那の国自体の在

り様を問題視する国がヨーロッパにも増えた。あれほ

ど「英中黄金時代」表してたイギリスが香港問題を契

機に脱支那をはかり日本に接近し来たし、退任間際の

独首相メルケルも漸く隠蔽を非難した。豪の脱支那は

典型として喧伝されている。しかるに安倍首相があれ

ほど強く牽制していた日本がその後の政治家や大手マ

スメデアが（産経新聞を除いて）支那の人権問題に煮

え切らない態度を取るのは解せない。親支那派勢力（自

民党中にも居る）に媚びたりましてそれを怖れてはて

はならない。 

 

東日本区理事通信  2022.2.1 第 8 号（抜粋） 
理事メッセージ 

         東日本区理事 大久保知宏 
 2022 年を迎えて 1 か月が過ぎましたが、年明けから 

の新型コロナウイルス感染症オミクロン株の猛威に翻 

弄された日々を過ごしています。私は会社で感染症対 

策の本部長をしていますが、第 5波までとは違う様相 

を示していて、毎日、社員本人の感染、社員家族の感 

染、社員の子供の学校の休校などが発生していて、従 

来の丁寧な対策が間に合わなくて、検査も無しに在宅 

勤務といった対応状況になっています。こうしたこと 

が全国で同時発生しているのだろうと思えます。クラ

ブの状況でも今号では今年度の下期半年報を掲載して

いますが、上期半年報と比較して 2 名減少と言う厳し

い結果となっています。区では 9月から 100 日間の会

員増強キャンペーンを行いましたが、「対面」という

機会が少ない状況で、それぞれのクラブの努力に対し

て、結果が伴っていないと考えています。こうした状

況においても、各クラブにとっての会員増強に機会を

作っていくのが、区としての役割と考え、Change！ 

2022 推進委員会の企画でワイズ・ナイト・フォーラム

を 2 月、４月、6月の 3 回実施することになりました。

クラブ全体で会員候補について話し合っていただい

て、フォーラムに誘うという動きをお願いいたします。 

2 月は各種献金の振り込み期限となっています。衣笠

書記の文章でお知らせしていますので、各クラブとも

目標達成を目指して頂きますようお願いいたします。

区としては皆様から頂いた献金がどのように使われて

いるのか、引き続き情報発信していきます。よろしく

お願いいたします。 

強調月間 TOF (タイムオブザファスト) 
      国際・交流事業主任 山田公平（宇都宮） 

昨年度の、世界中で集められた TOF 献金は 110,341

スイスフランでした。日本円でいえば約 1,400 万円で

す。その内、東日本区からの献金は 76万円になります。

世界の献金の中で 5.5％を締めています。TOFは国際 

的なワイズ活動を象徴するものだと思います。TOF は

クラブ例会での食事を抜き、その相当分を国際協会に

献金するものです。国際協会は毎年各地からふさわし

い地域支援プロジェクトを募集し、その中から審査で

選ばれたプロジェクトに対し、1 年から 3 年間の支援

をしていくというものです。私は YMCリエゾンという

立場でこの審査委員の一人になっています。昨年応募

のあった事業は12でその内8つのプロジェクトに対し

て8,000ドルから15,000ドルの支援金を提供していま

す。2 月は TOF の強調月間です。ぜひご協力をお願い

します。そして、日本でもアジアの国々のワイズ、YMCA

と組んで TOF 提案を作ることを考えてみませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次期国際会長 
国際投票の結果、次期国際会長にはデンマークのウル

リック・ラウリドセン氏が選出されました。全体の結

果は国際協会のページをご覧ください。 

次期アジア太平洋地域選出国際議員 
国際投票の結果、次期アジア太平洋地域国際議員に川

越クラブの利根川恵子さんが投票総数 124 票の内 119

票を獲得して選出されました。おめでとうございます。

私たちの代表として宜しくお願いします。 

 

日本三大だるま市 

 
日本三大だるま市の富士市毘沙門天大祭が７日から始ま

りました。この地方では春の訪れを告げるお祭りです。 

ワイズ・ナイトフォーラムのご案内 

第 4回 2月 26日（土）20：00～22：00 

第 5回 4月 16日（土）20：00～22：00 

第 6回 6月 25日（土）20：00～22：00 

主催：一般社団法人ワイズメンズクラブ国際

協会東日本区 

運営：Change!2022推進委員会 

ワイズの魅力を紹介するフォーラムです。 

友人、知人と参加しましょう。 

 

だい 

 



特別寄稿 
日本 YMCA 同盟協力主事 

          ワイズメンズクラブ国際協会 

           東日本区・西日本区担当主事 

      熊本 YMCA 総主事 光永尚生 
 

これからワイズメンズクラブの皆様に 

お願いしたいこと 

 
いつもお世話になっております。日本 YMCA同盟協力

主事の光永です。本日は標記の内容について、寄稿さ

せていただきます。 

 
三島クラブのメンバーと光永様（前列左） 

歴史という縦軸、世界観という横軸、そして交わり

の部分での算数という視点から考えてみました。これ

は、立命館アジア太平洋大学出口治明学長の著書にヒ

ントを得たものです。YMCA とワイズメンズクラブの関

係性は、ワイズメンズクラブの国際憲法の第 2 条第 3

項には、「まず、第一に YMCAのためのサービスクラブ

として活動する」とあります。このことは大切な働き

であることは間違いありませんので、YMCAに奉仕する

という、ワイズメンズクラブの働きに大きく影響して

います。さらに、第 1 条には、「イエス・キリストの

教えに基づき、相互理解と敬愛の思いに結ばれて、あ

らゆる信仰の人々が共に働く、世界的友好団体であり、

YMCA に対する忠誠心を共にしつつ、活発な奉仕活動を

通じて、リーダーシップを開発、助長、供給して、全

人類の為よりよき世界を築くべく尽力するものである」

とあります。ここで、重要なことは、歴史的な視点と、

世界観が、YMCA とワイズメンズクラブとは、共有部分

が多く、相互補完的な働きをもって、共通のビジョン

が存在しているということにほかなりません。 

つまり、YMCAとワイズメンズクラブが、イコールパ

ートナーということを意味しています。同じ価値観や

歴史観という縦軸を持ち、広い視野で俯瞰する国際感

覚という世界観である横軸を持つ団体同士が、交わり

の中で算数という視点も創意工夫しながら、今まで歩

んできたのではないでしょうか。自助自立の民間団体

の歩むべき姿なのかもしれません。これからもその歩

みは共に変わらないと思いますが、以下のような関係

性の継続と蓄積を希望しています。 

① 提案型の働きを共に推進すること。②支援型の働 

きを共に推進すること。③協働型の働きを共に推進す

ること。縦軸と横軸、そして交わりの中心にある算数

的な働きをもって、①②③のモデルにより変容する関

係性のマネジメントの相互理解が、これからの未来志

向のワイズメンズクラブと YMCA のパートナーシップ

の有り様ではないでしょうか。歴史と世界観を共有し、

算数を忘れない市民社会の団体として、共に歩んでい

くモデルであると考えます。熊本 YMCA には、12 のワ

イズメンズクラブが関りを持っていただいています。

この広がりとつながりを考えると、YMCA の成長とワイ

ズメンズクラブの成長が、車の両輪として機能してい

たようです。翻って、静岡 YMCAと富士クラブ、富士山

部の関係性も、CS 活動に代表される、地域の活動と、

YMCA の世界を見つめ、地域に生きる活動を、どうリン

クして、広がり=Scalability と、継続=Sustainability

を共有させていくことができるかは、ひとつのポイン

トかもしれません。ここに、YMCA の原点である「みん

なのものが一つとなるために」(ヨハネによる福音書

17章 21節)の精神が土台にあることを覚えていただけ

れば幸いです。 

 最後に、「YMCAの歌」作詞者は、淵田多穂理さんで

すが、「いざたて」の訳者も淵田多穂理さんで同一人

物です。そして、その淵田多穂理さんこそ、熊本 YMCA

初代主事であります、私が長く東西ワイズの担当主事

を拝命し、この度、熊本 YMCAの総主事を拝命したこと

は、神様の導きと、御業とも想えます。皆様には、YMCA

のよき若人の若き日を覚えていただき、イコールパー

トナーシップの推進にご尽力いただければ幸いです。 

いつもありがとうございます。        在主                       

   

2011 年、東日本大震災の現地で輸送手段として使用す

る軽トラックを増田ワイズの会社が盛岡 YMCAに貸与。

その時、新富士駅まで引取に来ていただいたのが光永

様でした。写真左が新富士駅前で引き渡し時の光永様。

右は盛岡 YMCA 宮古センターで活躍中の軽トラック。 

（この軽トラは 5 年前に大役を果たし廃車となりました） 

光永様プロフィール 

光永 尚生（ミツナガ ヒサオ）1960年 10 月 25日生 

所属教会：日本福音ルーテル神水教会 

1984 年 熊本大学教育学部教員養成課程卒業 

1987 年 熊本 YMCA 入職 

1996 年 北部センター館長 

2004 年 熊本 YMCA 初代館長 

2011 年 日本 YMCA 同盟 東日本大震災支援対策室長 

2012 年 仙台 YMCA 総主事 

2016 年 日本 YMCA 同盟移籍 YMCA 東山荘副所長 

    三島ワイズメンズクラブ入会 

2020 年 日本 YMCA 同盟本部事務局長 

2021 年 熊本 YMCA 総主事就任    



特定非営利活動法人静岡 YMCA 
令和４年１月度理事会・運営委員会合同会議議事録 

             運営委員 井上 暉英 

日  時  ２０２２年１月１３日（第２木曜日）  
場  所  静岡 YMCA 熱海センター 

会  議  理事会・運営委員会の合同会議 

議 題  

（１）熱海市伊豆山土石流災害義捐金支援金について 

Ｒ4.1.11 現在の基金残高 20件 660,088円  

熱海市に義捐金 100万円を贈る。不足分はＹMCA

会計から充当する。訪問日時は理事長に一任し

た。この他熱海市を含む各市町に寄贈したもの

もあるので、それも含めて東日本区に報告する 

（２）ＹMCA熱海センターの清掃、補修について 

センタートイレ、地下フロアーの定期清掃を業

者に見積依頼した結果、初回時に 20,000 円、１

回 6,000 円の報告があった。業者に依頼するこ

とを決定した。建物の異臭について外壁のコー

キングを実施したとの報告が森理事からあった。 

報 告  

（１）英語スピーチコンテスト決算報告 

   経費支出が 51,433円であったことの報告があ 

った。内訳はトロフィー、図書カード 21,400 

円、審査員交通費 15,000（３名）、昼食 6,933 

円、雑費 8,100 円（募集要項、コピー代、写真、 

送料等）であった。 

（２）各クラブ活動状況について 

熱海：例会は通常通り、１月例会で年賀状コン

テストを実施、２月１９日実施予定のスキー教

室はコロナ禍で検討中。 

 沼津：１月例会は沼津、三島、御殿場クラブ合

同の対面・リモートで実施、２月２６日に留学

生日本語スピーチコンテストを開催する予定。 

 伊東：１月例会は伊東、下田合同で実施、メン

バーの１分間スピーチを実施。 

三島：１月例会は３クラブ合同、対面・リモー

トで“松韻”を会場に実施。 

下田：１月例会は２クラブ合同で実施、１２月

クリスマス例会は規模を縮小して実施、３月に

高校生を対象に筝曲教室を予定。 

富士：１月例会は富士・富士宮合同例会を計画

したが中止、３月に中学生サッカー大会を計画。 

 熱海 G:１月例会は通常通り実施、広報委員会の

み開催。 

御殿場：１月例会は３クラブ合同で小原富士山

部長を迎えて東山荘で実施、メンバー全員が抱

負を発表、DBC の奈良クラブ７０周年記念例会

は欠席。 

富士宮：１月例会は中止、１２月１２日に風祭

川清掃奉仕、１２月１７日に絵巻朗読会を黒田

小学校で実施。 

（３）機関誌発行について 

青木副理事長より、近く各クラブ会長宛に原稿

依頼する。 

（４）活動報告書作成について 

定時総会の資料作成を始めるので、指定の書式

で準備するように依頼した。＊指定の書式を添

付します。 

（５）令和３年度末（３月３１日）までのお願い 

静岡 YMCA からの補助金に関する資料等の作成

を依頼した。 

 富士宮クラブに日本ＹMCA 同盟のテント受領報

告書の提出を依頼した。 

（６）理事会・運営委員会合同会議 

次回は３月３日（第 1 木曜日）１８：３０～１

９：４５の開催とした。 

 

大寒に入り寒さが厳しいなか、新型コロナウィルスの

感染拡大が急増しています。もう少しでピークを過ぎ

るとの予測も出ており、暫く感染予防に取り組み、体

調に注意を払ってください。皆様と笑顔でお会いでき

ることを楽しみにしています。   

       静岡 YMCA理事長 稲田精治      
 
 
 
 
 

                                                                                              
富士山 YMCA 金井 淳 

                                                                                                                

毎年 2 月の最終水曜日は世界的ないじめ反対運動

「ピンクシャツデー」です。富士山 YMCA はじめ全国の

YMCA では、いじめ問題のみならず、様々な事情で社会

的排除の中にある人へ関心を寄せ、多様性の尊重など

の課題解決のために運動を行っています。今話題の

SDGs は環境問題にスポットがあたりがちですが、この

ようなことは「一人も取り残さない」という理念に通

じるものでもあります。日本国内でも、コロナ禍の中

で経済的・社会的な分断が進んでいると言われます。

YMCA としても、社会的な責任としてこの問題に今後も

取り組んでいきます。 

 
富士山と月 

 

  

富士山ＹＭＣＡだより 


