
   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 

        

         
 

 

２０２２年 

     ３月 会報 
 

 

 

3月強調月間     
CS 

ワイズメネット 

☆2022 年 3 月例会☆ 
と き  2022年 3月 9日（水）18：30～ 

ところ  ホテルグランド富士（0545-61-0360） 

受付 菊池初彦君・次田升勇君 

司会 高野 亨君  

1．開会点鐘              小澤会長 

1．開会の挨拶            鈴木靖巳君  

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．入会式         仁藤斎浩様 

1. 食前の感謝            仲澤昭夫君 

1．誕生日                  

1．書記・会計・各委員会より報告 

1．閉会の挨拶             増田 隆君 

1．閉会点鐘              小澤会長 

 

例会閉会後に役員会を行います。            

3 月 Happy Birthday 

      該当者無し 

   

 

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 

 
 

３４ ３４き３４ 
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第 3４期 2021年 7月～202２年 6

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                   

コロナ禍       井上 暉英 

ここのコロナ禍の二年、

クラスターだのソーシャ

ルディスタンス、ファイザ

ー、モデルナ、オミクロン

だの・・ 
いけないことだらけであ

る。この老いた頭では追い

つかない状況下、家族から

マスクをしろ、手を消毒し

ろ、人中に行くなと言われ、

それらには素直に厳格に

したがっている。何しろコロナワクチン予約さえ娘に手配

もらわねばならない程、私自身老いを感ずる今日この頃で

ある。情けないがこれが現実である．くる日もくる日も自

宅でじっとしている。夏には庭中に水を撒き、秋には枯葉

の掃除をし、春には草刈と女房には多少の恩を売っている

心算だ。それでも妻と娘には「しっかりしなさい」等々を

毎日叱られているありさまである。情けない。コロナ禍で

「竹馬の友」であった大石眞吾が逝った。畏敬の写真を額

に入れて私の部屋に飾った。大石よ、東京オリンピックは

終わったよ、今北京オリンピックだ。いつか会える日に君

に伝えよう。 

 

大石さんと井上ワイズの想い出の写真です 

 
第 2 回東副区大会参加（北海道北見大会）1996.6.7～9 

会場は阿寒グランドホテル（写真は釧路湿原を散策） 

 

マイタイム                               

高野 亨 

冬季北京オリンピック

も 2 月 20 日が閉会式で終

了しようとしています。女

子スピードスケートの高

木美帆選手（妹）が一人で

4つのメダルを取り、彼女

の為に行われたオリンピ

ックの様にも感じられま

した。その活躍とは対照的

に女子パシュートで転倒

してしまいました高木選手の姉の菜那選手やスキージ

ャンプ団体で失格になった高梨沙羅選手にとっては悔

いの残る、私には見るに忍びない大会でした。いろんな

意味で明暗がハッキリ現れた大会に思えます。 

また、今回のオリンピックは審判の判定やドーピン

グ問題にも多くの疑問を感じたのは私だけではないと

思います。 

それは開催国が中国という事で偏見的な考えを持っ

てしまいます。いけない事とは思いますが、何故か中国

だから仕方ないか？と自分の中で結論づけてしまって

います。 

今、世界中を苦しめている新型コロナウイルスも中

国が発生源なのに中国だから（経済大国だから？人口

が多いので需要が多いから？ナマネー目当てだから？）

曖昧にしてしまっている様に思えます。トランプ元ア

メリカ合衆国大統領の様に新型コロナウイルスをチャ

イナウイルスと言ったり、中国との貿易摩擦を貿易戦

争中とかハッキリと毅然とした言葉と態度で中国と接

していきたいと思います。 

今回の冬季北京オリンピックも新型コロナウイルスに

打ち勝った、中国の実績として誇らしくアピールする

ことでしょう。 

                              

Change！2022 ニュース No.32 抜粋 
 

第 5 回拡大 EMC 委員会報告より 
・後期半年報集計ができました。 

2022 年 1 月 1 日現在 798 名で、前期半年報（800 名）か

ら入会者 25 名、退会者 27 名で 2 名減となりました。

残り後期半年間、会員増強に努めてください。（この数

字には会津クラブ解散が含まれていません） 

・各クラブからの活動報告書は 18 クラブから提出 

北海道部：１  北東部：０  関東東部：6 

東新部：0   あずさ部：5  湘南・沖縄部：０ 

富士山部：6 

・各部からの報告 

富士山部 

1 月 15 日、富士山部の評議会が開催され、次期部長に

前原末子さん（御殿場）、次々期部長に榎本博さん（伊

東）が承認されました。 

 

ワイズメンズクラブ 3 月の強調テーマ 
  

「CS」地域奉仕活動 
 地域社会への還元と強化は、ワイズメンズクラブの

重要な目的です。私たちは、奉仕するそれぞれの地域社

会と同じように、ユニークで独自の市民活動や協調的

な活動を展開し、運営しています。クラブがどのように

奉仕するのかの方法は、数えきれないほどあります。特

に、緊急かつ重要なニーズへの対応やその支援、不平等

の解消、人間の基本的ニーズの充足と権利の象徴に重

点が置かれています。 

 

 ワイズメネット 
 ワイズメネットは男性会員のパートナー。女性会員 

のパートナーの呼称は未定。 



ウクライナについてのワイズメン 

ズクラブ国際協会の声明 

ジュネーブ ２０２２年２月２８日 

ワイズメンズクラブ国際協会は、現在のウクライ

ナの情勢を深く憂慮しています。私たちは、ウクラ

イナ、ロシアおよび他の東欧諸国にも拠点を置き、

ロシア YMCA 同盟、ウクライナ YMCA 同盟と提携した

プロジェクも進行中です。 

武力衝突がウクライナの子どもたちや人々に必然的

にもたらす死や苦しみを考えると、私たちは、当事

者の考えが変わること、エスカレーションの停止、

脅威や軍事行動の代わりに対話が行われることを祈

ります。 

私たちは、ウクライナや近隣の国で直接被害を受け

た兄弟姉妹に思いを寄せ、祈ります。そして、「愛と

尊厳をもって世界を癒そう」という私たちが焦点を

置いて取り組んでいることの一環として、平和と癒

しのために小さな一歩を踏み出し続けます。YMCAも

影響を受けた国々で強い存在感を示しており、ヨー

ロッパ YMCA 同盟と世界 YMCA 同盟のリーダーシップ

のもと、対応計画を策定しています。 

ワイズメンズクラブ国際協会および同・ヨーロッパ

地域は、平和活動プロジェクトにおいて確かな経験

と影響力を持ち、中長期的な介入を通じて最も影響

を受けたウクライナおよび近隣諸国の人々に対する

支援を主導する能力を持つ、ヨーロッパ YMCA同盟と

密接に連携していきます。 

2022 年 2 月 26 日に開催されたワイズメンズクラブ

国際協会年央会議において、国際会長は、ミッショ

ンパートナーとしてプロジェクトを支援するため

に、ヨーロッパ YMCA 同盟に、まずは 10,000 米ドル

の寄付を行うことを承認しました。私たちは、各ク

ラブ、各区の皆さんに、「ヒールザワールド」（世界

を癒そう）の「ウクライナアピール」への寄付を通

じて、さらなる貢献を行っていただくことを訴えま

す。 

国際会長 キム・サンチェ 

国際書記長 ジョーズ・ヴァルギーズ 

 

東日本区理事緊急メッセージ          
                 

東日本区理事 大久保知宏 

2 月 24 日早朝（現地時間）に起きたロシア軍によるウ

クライナ侵攻はウクライナの人々の生命・生活に大き

な影響を与えています。私たちワイズメンズクラブは、  

国際協会、仁保 YMCA 同盟、世界 YMCA 同盟と連携して

ウクライナの皆さんに対する支援活動を始めます。  

既に国際協会では、「ヒールザワールド ウクライナ・

アピール」としてヨーロッパ YMCA 同盟に対して 1万ド

ルの初期寄付を行うことを決定いたしました。東日本

区では、100 万円を目標額として、各クラブ、会員の皆

さまからの寄付を募集いたします。寄付の締め切りは 3

月 31日といたします。口座に「ウクライナ」と記載の

上、送金をお願いいたします。             

 振込先 

 ゆうちょ銀行 口座記号番号 00110－0－36298 

 口座名義は「ワイズメンズクラブ国際協会東日本区」 

 

 W4Wご協力お願い 
      東日本区地域奉仕・Yサ事業主任 深尾香子 

  開催日  ４月 2日世界同時開催（多少の前後は可）  

  会 場   各クラブ活動拠点 

  活動内容 ゴミ拾いを基本とする環境美化に関する事 
 

年賀はがきお年玉当選番号 
   ３等 切手シート 

下２けた    ５４ 

５０ 

０２ 

  当選番号の年賀はがきがありましたら CS 委員

長に提出して下さればありがたいです。 
        

東日本区各種献金報告 
                 2021 年～2022 年 

科目 金額 会員数 献金額 

TOF 1,300 13 名 16,900 

CS 1,250 13 名 16,250 

EF 2,000 13 名 26,000 

ASF 500   

RBM 800 13 名 10,400 

YES 500   

FF 500   

PWALF    

ユース    

     これ以外にミヤンマー支援協力金 10,000 円 

       （お年玉切手シートは含まれていません） 

合計 79,550円 
会計 鈴木 靖巳 

 春が来た  

   

 
富士市錦町小潤井川沿いの桜が八分咲きです 



ワイズメンズクラブ国際協会東日本区  
2021～2022 年度 

次期会長・部役員研修会報告 
次期富士クラブ会長 菊池 初彦  

上記研修会が 3 月 5 日

にZoom開催されました。

次期富士山部、東日本

区役員の予定者が発表

されましたので報告さ

せていただきます。そ

して来期は会長として

頑張りますのでご指導

のほど、よろしくお願いします。 

 

富士山部 
役職 氏名 在籍クラブ 

部長 前原 末子 御殿場 

地域・Yサ事業主査 山本 昭宏 富士宮 

国際・交流事業主査 小澤 嘉道 富士 

会員増強事業主査 深澤 勇弘 熱海 

ユース事業主査 平野 正文 沼津 

部書記 杉山 博恵 御殿場 

部会計 山本 光子 御殿場 

メネット連絡員 青木 優子 熱海 

熱海クラブ会長 小林 秀樹  

沼津クラブ会長 大村 貴之  

伊東クラブ会長 稲葉富士憲  

三島クラブ会長 相川 毅  

下田クラブ会長 長田 俊児  

熱海 Gクラブ会長 菅家 正  

御殿場クラブ会長 杉山 將巳  

富士クラブ会長 菊池 初彦  

富士宮クラブ会長 樋口 亨  

東日本区 
役職 氏名 在籍クラブ 

理事 佐藤 重良 甲府 21 

次期理事 山田 公平 宇都宮 

直前理事 大久保知宏 宇都宮 

書記 清藤 城宏 甲府 21 

会計 荻野 清 甲府 21 

地域・Yサ事業主任 小山 久恵 東京サンライズ 

会員増強事業主任 佐藤 節子 厚木 

国際・交流事業主任 利根川太郎 川越 

ユース事業主任 衣笠 輝夫 埼玉 

北海道部長 小谷 和雄 札幌北 

北東部部長 大久保知宏 宇都宮 

関東東部部長 工藤 大丈 東京ベイサイド 

東新部部長 深尾 香子 東京多摩みなみ 

あずさ部部長 後藤 明久 富士五湖 

湘南・沖縄部部長 小松 仲史 厚木 

富士山部部長 前原 末子 御殿場 

財政監事   

行政監事 田中 博之 東京多摩みなみ 

新型コロナには勝てず・・・ 
 3月 5日、6日に開催予定だった「第 27回富士ワイ

ズメンズクラブ杯中学サッカー大会」は新型コロナの

「まん延防止等重点措置」が静岡県に発令されたこと

により、誠に残念ですが中止となりました。来年こそは

開催したいと祈るばかりです 

 

 
地元紙に大会中止の記事が掲載されました 

 
 
 
 
 

                                                                                               

 担当主事 金井 淳（富士山 YMCA） 

                                                                                                                

先月の中旬、富士山 YMCAでも私が記憶にある中では

初めてというほどの積雪がありました。地球温暖化と

はいえ、今年の冬は例年に比べ、気温が低く降雪が多い

冬でした。富士山 YMCAから文字通り目の前にそびえる

富士山を毎日眺めていると、四季の移り変わりを肌で

感じることができます。「SDGs」の 17の目標の中にも、

「気候変動に具体的な対策を」、「陸の豊かさも守ろう」

といったものがあり、この自然を守り、この価値を後世

の子どもたちに伝えていくことも、私たちの責任だと

思っています。 

 
すっかり雪化粧した 3 月の富士山 YMCA 

  

富士山ＹＭＣＡだより 


