
   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 

     ４月 会報 
 

 

 

４月強調テーマ    
W4W（Week for Waste） 

(ゴミ拾い週間) 

 

☆2022 年４月例会☆ 
と き  2022年 4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・市川文彦君 

司会 岩辺富雄君  

1．開会点鐘              小澤会長 

1．開会の挨拶            金井 淳君  

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            菊池初彦君 

1．誕生日                  

1．書記・会計・各委員会より報告 

1．閉会の挨拶             鈴木靖巳君 

1．閉会点鐘              小澤会長 

 

例会閉会後に役員会を行います。            

4 月 Happy Birthday 

      該当者無し 

   

 

3 月例会報告 

在籍会員 14名 例会出席者 11名 スマイル基金 11,000円 CS基金 436円 

功労会員 名 出席率 78.5％ スマイル累計 49,800円 CS累計 2,539円 

担当主事 １名 ゲスト 名  ビジター  名 総出席者    11名 
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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                    

菊池 初彦 

ロシアのウクライナ侵攻が 4 週

目を迎えています。プーチン大統領

の目論見を越えて長期化するにつ

れ、過激な言動が顕著になってきま

した。学校や病院への攻撃も厭わな

い無差別殺戮の様を呈してきまし

た。プーチン大統領の狂信的な冷酷

さが次第に発現してきています。国

際社会の経済制裁が強化されるにつれ、核兵器の使用

まで匂わせています。もはや常軌を逸した強権的指導

者をロシアは擁してしまったわけです。ロシア国内の

良識ある市民は反戦デモを繰り返していますが、これ

に対する弾圧も苛烈になり、報道する国際マスコミに

も重罪を科しています。 

ウクライナは NATOの一員ではないので、欧米は集団

的自衛権を行使できません。国連安全保障理事会で制

裁を加えようにも当事者が常任理事国である以上、国

連は無力です。プーチン大統領の狂気じみた対応の裏

には NATO 加盟国とロシアのバッファーゾーンが無く

なりつつあることへの恐怖感もあると思われます。 

ワイズの皆様も日々マスコミ等でこのウクライナの

悲惨な報道を見て複雑な思いをしていると思います。

今や約 400 万人の国民が海外へ避難していると言われ

ております。日本でもようやく受け入れが始まりまし

た。ゼネンスキーウクライナ大統領の頑張りや、ウクラ

イナ国民の苦痛が報道されています。   

橋下元大阪府知事は「NATO も積極的に関与しろ」と

主張しています。国際連合の価値、意味は何なのか？い

ずれにしましても、停戦を含め、一日も早くウクライナ

に平和が訪れることを願うばかりです。 

 

第 35 期 

2022～2023年度 富士クラブ役員（案） 
会長 菊池 初彦 

A 副会長 吉澤 廣美 

直前会長 小澤 嘉道 

監事 小澤 嘉道 

監事 漆畑 義彦 

書記 増田 隆 

副書記 仁藤 斎浩 

会計 吉澤 廣美 

担当主事 金井 淳 

ドライバー 高野 亨 

富士山部国際交流事業主査 小澤 嘉道 

静岡 YMCA委員 井上 暉英 

各委員長は未定です（3月 30 日現在） 

 

来年度（第 53期 2022～2023年）富士クラブの役員 

体制が会員の皆様のご理解とご協力で纏まりました。 

ありがとうございました。 

各委員長は未定ですが、お願いに伺ったときはよろし

くお願いします。     （次期会長 菊池初彦） 

マイタイム                               
次田 升勇 

１月 27 日から、まん延防止法により 3 月 21 日まで

の約２か月間に渡り４回目の休業を余儀なくされまし

た。しかしながら２月４日からは冬のオリンピックが

北京にて開催されました。日本人選手の大活躍でメダ

ルの数では過去最高を達成しました。その後 3 月から

はパラリンピックが始まるので少しだけ暇を潰せる時

間がもてると思っていましたがロシアにおける「プー

チン」近年３度目の侵略戦争を引き起こしました。ジョ

ージアそしてクリミア半島そして今度ウクライナ、こ

の報道がコロナウイルス対策や感染状況などのニュー

スを打ち消しました。毎日ウクライナからの目をふさ

ぐような悲惨な報道が朝から

深夜まで続いています。約 80

年前に日本も戦争を始めたが

今の時代ツイッターや SNS な

どで世界中の国々や人々に配

信されています。今日 3月 20

日夜の 10 時過ぎに原稿を書

いていますがテレビのニュー

スでは民間人が殺されている

ことや建物が無差別に破壊されていることばかりです。

少し前に停戦協議でロシアの外務大臣が「我々はウク

ライナを攻撃していない」とテレビで公然と話してい

た姿を見て北方四島の返還はあり得ないと感じました。

ロシアがたとえウクライナを征服したとしても、その

後、世界中が相手にしないを想像できないプーチンで

はないでしょう。それなのになぜ戦争を仕掛けるのか。

中国、北朝鮮、ロシア、まさに正義という言葉がないで

すね。早く戦争が終わることを心から祈るばかりです。 

 
4月強調テーマ Week4Waste 
世界中のワイズメンの皆さん、精神的な健康には、有

意義な仲間との活動が一番の薬です。そして、身内の将

来を考えること以上に意欲的なことはないでしょう。

人生とは、日々精一杯受け入れるべき美しい旅路です。

しかし、だからといって、いつも目覚めたときから今日

という日を迎える準備ができているわけではなく、時

には、人生が素晴らしい贈り物であることを思い出す

必要があります。未来への贈り物は、より緑豊かな世界

であり、ワイズメンはここで一緒に良い仕事をするこ

とができます。街中や自然の中を歩くと、精神的にも、

肉体的にも調子がよくなります。そして、腰をかがめて

ゴミを拾うたびに、人々から愛される凛とした気持ち

になれます。これこそが、私たちの素晴らしい組織の最

高の PRになるのです。私はここに、皆さんがクラブで

Week4Wasteプロジェクトについて真剣に考え、2022年

4月 2日の活動に参加されるようお願いします。ゴミを

拾いながら歩けば、私たちのことをより多くの人に知

ってもらうことができます。この日のために自分たち

のプログラムを作り、笑顔で親睦を深めましょう。

（Week4Waste委員会委員長ウルリック・ラウリドセン 

デンマーク）（抜粋） 



3 月例会報告 
2 か月ぶりの例会で会場は久しぶりの再会に笑顔が

あふれていました。１月に予定していた入会式がコロ

ナで例会中止のため延期となっていましたが、ようや

く今回晴れの日を迎える運びとなりました。開会前、入

会式の準備のため慌ただしくもなんとなく入学式前の

新入生を迎えるような厳かな中にも高揚感あふれる雰

囲気になってきました。定刻となり司会の高野君の進

行で 3 月例会が開会されました。プログラムに従いス

ムーズに例会は進行し、いよいよ待ちに待った入会式

となりました．2016年の市川君以来 6年ぶりの入会式

です。式の進行担当メンバーも慣れない手つき、動き、

そして言葉遣い。しかし式が進むにつれてその当時を

思い出したのか次第にスムーズに進行して無事入会式

は終了しました。例会終了後役員会が控えているため、

今月の例会は早めに終了しました。毎月入会式が実施

できるよう、会員の増強に真剣に取り組みましょう。  

（例会出席者 小澤・菊池・仲澤・吉澤・高野・鈴

木・金井・岩辺・次田・仁藤・増田） 

 

3 月役員会報告 
書記 高野 亨 

・2022 年 4 月 10 日（日）に今期 2 回目の田子の浦海

岸の清掃活動を行う事が CS 委員長より提案があり

了承されました。 
・2022 年 3 月 5 日・6 日に予定されていました富士ワ

イズメンズクラブ杯中学招待サッカー大会は新型コ

ロナウイルスの蔓延防止期間が延長された為に中止

としましたが、サッカー大会が実施の可能性もあり

ましたので賞品は購入済みです。来期の大会へ廻す

事が承認されました。 

・2022 年 1月に入会して頂きました仁藤ワイズの今期

の年会費や入会金について検討の結果、新型コロナ

ウイルスの感染防止の為に例会の開催の不確定な事

等を鑑みまして、すべて込みで￥20,000-と承認致し

ました。 

・次年度の富士山部の国際交流事業主査を次期富士山

部部長の前原次期部長より依頼要請を受けまして、

富士クラブの小澤ワイズに快く受けて頂きました。 

・大久保東日本区理事より、ウクライナへの 100 万円

を目標とした寄付に賛同し￥30,000―の寄付を承認

しました。 
 

ウクライナ寄付 
富士クラブは 3月の役員会において、連日戦火を交え 

未だ終りが見えないこの戦争で直接被害を受けたウクライ 

ナと近隣諸国の兄弟姉妹たちに、私たちの思いと祈りを捧 

げ、３万円寄付することを決めました。早く戦争が終わりウ 

クライナと世界中に平和が訪れることをお祈りします。 

 

ウクライナ募金 （東日本区扱い 3月末現在） 

累計 ￥737,000（33件） 

 

仁藤君 入会おめでとう！ 

3月 9日 仁藤斎浩君の入会式が行われました。 

    
小澤会長の先導で仁藤君が入場しました 

 

小澤会長、高野書記、

菊池次期会長、紹介

者の増田君が入会

式次第に則り、ワイ

ズメンズクラブの

入会式次第を仁藤

君に諮りました。 

 

 

 
小澤会長より仁藤君へワイズメンバーバッジの授与 

 

緊張し

た面持ち

の仁藤君

でしたが、

次第に緊

張がほぐ

れたよう

でした。

今後富士

クラブで

活躍して

くれることでしょう。仁藤君の入会を祝い、そしてこれ

からの富士クラブの益々の発展を祈り小澤会長の会場

に響き渡る声で乾杯！ 入会おめでとう！ 



第 2回 海岸清掃活動 
地元中学生も参加しました 

CS委員長  菊池初彦 

昨年 12月 5日に第 1回海岸清掃活動を実行し、会員

からも各方面からも評価をいただき、2回目を実行しま

した。富士ワイズメンズクラブの会員増強も非常に大事で

すが、私たちが行っている海岸清掃活動が地球環境保持に

少しでも役に立つのであればこれもまた大切な事だと思

います。4 月 2 日（土）は Week4Waste「環境のための週

間」で世界中のワイズメンがゴミ拾いの環境美化に取り組

みました。富士クラブは 4月 10日に富士市今井の毘沙門

天南側の海岸清掃を実行しましたが、この日は春を飛び越

して初夏のような暑さでしたがワイズメンバーは小澤

会長、鈴木君，吉澤君、次田君、金井君、仁藤君、菊池

君、増田君そして小澤会長のメネットさんとコメット

さん4名、ボランティア参加の仁藤君友人の松浦さん、

そして地元の元吉原中学校３年生、野村幸生君、鈴木悠

世君、矢野恵薫君の３名、合計 17 名で 10 時より開始

しました。海岸は心地よい風が吹いており汗ばんだ肌

に気持ちよく沁みわたりました。1時間ほどしてゴミ袋

が一杯になったので終了しました。参加メンバーと気

持ちよく笑顔で活動できたことは最高でした。皆様お

疲れさまでした。そしてありがとうございました。 

 

 
元吉原中学校サッカー部の仲良し 3人組が参加しました 

 

 
作業終了！ 集まったプラごみ等の確認整理作業 

 
たくさんのプラスチックごみが回収されました。約４００メート

ル範囲でこれだけです。海岸は無限大です。一人一人のご

みに対する取り組みを考え直さなければ永遠にこの戦いは

続くことでしょう。今こそ SDGs と真剣に取り組みましょう。 

 

                                                                                       

 

 

 

担当主事 金井 淳（富士山 YMCA） 

                                                                                                        

3月 26日に富士山 YMCAでは「EARTH HOUR」という世界

中の人々が同日同時刻に電気を消して地球温暖化防止

と環境保全へのアピールをする取り組みに参加し、当

日ご宿泊のお客様にもご協力いただき、20:30 から 10

分間施設内の電灯の消灯を行いました。先月下旬には

地震と寒波の影響により電力需給がひっ迫し、停電が

起きるかもしれないという事態も起き、電気を利用す

るということが当たり前ではないと実感します。今後

も大自然の中で富士山 YMCAが地球温暖化防止・環境保

全を啓発する場となるようにしていきます。 

  

    

 
 

富士山ＹＭＣＡだより 


