
   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 

     ５月 会報 
 

 

 

５月強調テーマ    
１００周年記念 

RBM・BF 

 

☆2022 年 5 月例会☆ 
と き  2022年 5月 11日（水）18：30～ 

ところ  ホテルグランド富士（0545-61-0360） 

受付 岩辺富雄君 

司会 菊池初彦君  

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. 食前の感謝            高野 亨君 

1．誕生日                  

1．書記・会計・各委員会より報告 

1．閉会の挨拶             次田升勇君 

1．閉会点鐘              小澤会長 

 

例会閉会後に役員会を行います。            

5 月 Happy Birthday 
   金井 淳    5月 2 日 

   小澤 嘉道   5月 15 日 

   吉澤 廣美   5月 16 日 

   

 

4 月例会報告 

在籍会員 14名 例会出席者 10 名 スマイル基金 10,000円 CS基金 818円 

功労会員 名 出席率 71.4％ スマイル累計 59,800円 CS累計 3,357円 

担当主事 １名 ゲスト 名  ビジター  名 総出席者    10名 

 
 

３４ ３４き３４ 
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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                    

いつも富士山YMCAをお支えいただきありがとうござ

います。この 5 月に富士山 YMCA は 15 周年を迎えまし

た。 

昨年度、宿泊利用者数は新型コロナウイルス感染症

の影響を受け、企業、教育諸団体等のキャンセルが相次

ぎましたが、感染拡大防止策を行いながら、個人、ご家

族のテント・宿泊棟ご宿泊の受入をしました。 

夏には、コロナ禍において、横浜 YMCA保育事業部年

長児キャンプが中止、延期となりましたが、ZOOM で各

保育園と富士山 YMCAを中継し「りもーときゃんぷ」を

実施しました。富士山のライブ映像、キャンプソングや

レクリエーション、各園の発表、質問コーナーを行い、

「はなれていても、つながっている」「みつかる。つな

がる。よくなっていく。」体験を年間 12回実施し、延

べ 1,920 名が参加しました。 

秋には、新型コロナウイルスの感染状況が落ち着き、

団体利用が戻ってきました。横浜 YMCA保育事業と東日

本大震災復興支援のつながりから利用が始まった、福

島県いわき市わかぎ幼稚園の皆さんが訪れ、富士山 2

合目西臼塚原生林の散策を通して、自然体験の場を提

供いたしました。また、昨年は 2 園の実施だった YMCA

保育園年長児キャンプも 11 園全園が富士山 YMCA を訪

れ、広大な自然の中で野外活動体験を行うことができ

ました。 

冬には、静岡県在住の 7 名で結成された富士山サポ

ーターズクラブ（シニアボランティア）の皆さんに平和

の鐘の洗浄清掃、キャンプファイヤー場イスの防腐塗

装塗布、ナラ枯れしたコナラの立ち木伐採を行いまし

た。その伐採木を活用し、丸太の一本橋を作成し、子ど

もたちの遊具設置も進められました。横浜 YMCA健康教

育部主催ウインターキャンプでは、幼児年中～小学生

70 名が参加し、近隣スキー場での雪遊びや、星座観察

などを実施しました。 

これからも、雄大で世界遺産としての富士山を眺め

られる立地を生かしソフトとハードが備わった施設と

して、富士ワイズメンズクラブの皆さまのご協力をい

ただきながら、多くの皆さまの期待に応えられるよう

な施設にしていきたいと思います。15 年目の富士山

YMCAをどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

富士山 YMCA グローバル・エコ・ヴィレッジ 

所長 村田彰宏 

 

アップサイクル 
福井県鯖江市のプラスチック工場で若狭湾に漂着した

ペットボトルを原材料にサングラスの生産を始めた。

地元の海洋ごみをテーマに活動する環境団体と取り組

み「きれいな海を守りたい」と両者の意見が一致。漂着

ボトルは海外製が多く日本製と溶解度などが微妙に異

なり苦労したがサングラス 1 つあたり 500 ミリリット

ルのペットボトル 2 本分使用した。不用品や廃棄物に

新しい価値を与えたり、より価値のある製品に再生さ

せることを「アップサイクル」と呼ばれている。 

マイタイム                               
  クリーン大作戦 

増田 隆 

 今年度富士クラブでは海岸のプラごみ清掃活動を 2

回実行しました。おかげさまで 2 回共天候に恵まれ、

駿河湾の気持ちよい空気を吸いながら和気あいあいと

良い汗を流しました。富士ワイズメンズクラブはロゼ

シアターから市役所前通りにかけて20年以上前から清

掃活動を実行しています。1998年（平成 10年）富士ク

ラブ創立 10周年記念事業の一環として『富士市の顔と

言うべきロゼシアター中心の道路に「ゴミ」を捨てる人

が多く「ゴミ」を捨てさせない心を呼び起こす標語を募

集します』と標語を募集し、「富士クリーン作戦」と称

して清掃活動を始めました。現在市役所前通りには 5

本の立て看板の両面に 10 の標語が掲載されています。

私たち富士クラブはこの地道な活動が地元を愛する心

であり、この小さな活動が市民のみな様に少しでもご

理解していただければこの町も、日本も、世界も住みよ

い環境になるのではないかと毎年実行しています。20

年前と比べると、たばこの吸い殻、空き缶等はずいぶん

減りました。市民のみな様の環境に関する意識の変化

の表れだと思います。本当に素晴らしいことではない

でしょうか。富士クラブではこれからも海岸のプラご

み清掃活動を含め、環境にやさしい活動を地道に続け

ていきます。そして市役所前通りの標語の字が薄くな

ったり塗装が剝がれてきているので、来年度は新たに

「SDGｓ未来都市富士市」を見据えて、標語の募集に取

り組みたいと計画しています。これからの子供たちに

素晴らしい未来と地球を残すために富士クラブのメン

バーは一丸となり清掃活動を実行していきます。 

 

  
    プレートを外して清掃活動 

     
          標語です 



4 月例会報告 
司会者の金井君が欠席のため、急遽次田君に開会の

挨拶をお願いし、4月例会が開会しました。今回もコロ

ナのまん延防止が解除されたとはいえまだまだ予断を

許せない状態であることに間違いないので、残念では

ありますが会長からは簡略な例会にしましょうという

ことで淡々とプログラムは進行し、本来なら一番楽し

い食事も、黙食という味気ない食事で、あっという間に

終わり、各委員会報告、出席率報告等があり、鈴木君の

閉会の挨拶、小澤会長の閉会点鐘で４月例会はあっけ

なく終わりました。５月例会は今までのような活気あ

る例会にしたいですね。 

   
次田君の開会挨拶で 4月例会は始まりました 

 

4 月役員会報告 
書記 高野 亨 

報告事項 

①海岸清掃活動・・・・・・・・・・・・・・・報告 

②東日本区大会の件・・・・・・・・・・・・・報告 

議題    議長 小澤会長 

①次期富士山部役員研修予定・・・・・・・・・承認 

②富士クラブ 35期役員・委員会・・・・・・・思案中 

その他 

①井上君の件について会長より説明がありました。 

②ホテルより食事料金について相談がありました。5月

の役員会に諮らせていただきます。 

（例会、役員会出席者） 

小澤嘉道・吉澤廣美・鈴木靖巳・仲澤昭雄・次田升勇 

仁藤斎浩・岩辺富雄・漆畑義彦・菊池初彦・増田 隆 

小澤会長の議長で役員会が開会 

第 3 回富士山部役員会・評議会と 

次期富士山部役員研修会が開催されます。 
 

日 時  2,022年 5月 23日（土）13:30～ 

場 所  御殿場 東山荘 

議 題  ①2021年度 CS基金使用の件    

     ②2021年度富士山部仮決算承認の件 

     ③2022年度富士山部役員承認の件 

     ④その他 

●役員会・評議会終了後 15:00～富士山部次期役員研修         

 会を同会場で開催します。 

 富士クラブからは現三役と次期三役が出席予定です。 

 

第 25回東日本区大会のご案内（第１報） 
 第 25回東日本区大会は、宇都宮クラブのホストによ

り宇都宮市で開催予定でしたが、コロナ禍のため大会

実行委員会では Zoomによる開催を決定しました。参加

費を無料とし、ウクライナやミヤンマーの人々の平和

と安全を祈り、献金に向けられればという願いを込め

られています。6月 4日（土）午前 9時 30分から 11時

30 分まで Zoom にて東日本区代議員会が開催されます。

同じ時間帯で、ユースの集い、メネット会、担当主事の

会が別々に Zoom で開催されます。第 25 回東日本区大

会は 6 月 4 日午後 1 時から午後 5 時まで、及び翌 6 月

5日（日）の午前 9時から 12時 20分まで Zoomにて開

催されます。尚、申し込み受け付けは行いません。 

Zoom アドレス 

https://us06web.zoom.us/j/87350795778?pwd=TORDbD

M5amxWV1N20EE4NZPeVdwdz09 

ミーティング ID：873 5079 5778 

パスコード：754857 

 

ＥＭＣ委員会からのお知らせ 
ワイズ・ナイトフォーラム Zoom開催のお知らせ 

 （ワイズの魅力を紹介するフォーラム） 
私たちワイズメンズクラブは、設立して 100 年とな

る国際的なボランティア団体です。今回のフォーラム

は共通の時間を持つことで、新しい交流のきっかけと

なればと考え企画しました。今回は第 6回目です。 

6月 25日（土）20：00～22：00 までです。卓話者は検

討中。パネルデスカッションは東京多摩みなみクラブ。

テーマはプランター講座が「会員増強」の手段となる、

です。  見てみよう！ 参加してみよう！ 

         
ミーティング ID:868 3230 3212 

パスコード：863392 

運営：Change!２０２２推進委員会 

https://us06web.zoom.us/j/87350795778?pwd=TORDbDM5amxWV1N20EE4NZPeVdwdz09
https://us06web.zoom.us/j/87350795778?pwd=TORDbDM5amxWV1N20EE4NZPeVdwdz09


５月の富士山 
５月にこのように雪があるのは非常に珍しいです 

 
5 月 4 日午前の富士山（富士市依田橋付近から望む） 

 

ウクライナ情報 
ウクライナ支援募金について 
ウクライナ緊急支援募金中間報告（4月 28日現在） 

各 YMCA からの募金 11,008,741 円（3月末現在） 

ワイズメンズクラブや企業団体の寄付、同盟に直接申

し込みまたは振り込まれた募金 9,129,731円 

合計：20,138,472 円 
 

ウクライナ緊急支援募金第 2 次募金について 
★ 募金期間 

  ２０２２年 5月 1日～8月 31日 

★ 募金使途 

１） 日本の YMCAとヨーロッパ諸国との YMCAが連 

携し、日本への避難を希望するウクライナの 

方、ご家族の呼び寄せを希望される日本の方 

に、出国から来日までのトータルなサポー 

とケアを行います。ウクライナから近隣諸国 

への移動、ビザの申請、出国、渡航のチケッ 

トの手配・費用の支援、来日後の生活のサポ

ートを、一人ひとりの不安や希望を聞き取

り、近隣 YMCAや関係団体と協力しながら行 

います。 

２） ウクライナ YMCAが行う、爆撃地や攻撃を受け 

る可能性のある居住地から国内避難する人々 

への支援活動のために用います。ウクライナ 

の YMCAは国内 25拠点を用いて、宿泊場所提 

  供、食品、衣類、医薬品、衛生製品を提供し 

  ています。また、恐怖心・トラウマを抱える 

  子供と若者に、心理的、社会的な緊急サポー 

  トを行います。（東西日本区担当主事/協力 

  主事 光永尚生） 

 

        

特定非営利活動法人静岡 YMCA 

4月理事会・運営委員会報告 

日時 令和 4年 4月 7日 

               18：30～20：00 

        場所 静岡 YMCA熱海センター 

議題 

（1） ・定時総会 

日時 5月 21日（土） 13：00～15：00 

      会場 熱海センター 

報告 

（1） ・各クラブの活動状況について報告ありました 

     出席者（敬称略） 

     稲田理事長、青木副理事長、栗本、森監事 

     運営委員 長谷川委員長 小原会計  

          勝又会館運営教室 大村（三島） 

          久保田（伊東）石川（富士宮） 

          前原（御殿場）土屋（下田） 

          綾野書記 小野田副書記 

 ＊次回理事・運営委員会 5月 11日（水） 

 

  

                                                                                       

 

 

 

担当主事 金井 淳（富士山 YMCA） 

                                                                                                        

例年に比べて冬の寒さが厳しかった朝霧高原の富士山

YMCA ですが、暖かくなってく

ると一気に春の香りがしてく

るようになりました。5月に入

り、ゴールデンウィークはテン

トサイト・宿泊棟ともに賑わい

ました。個人やご家族の利用は

コロナウィルスの影響も限定

的になりつつあり、流行前と同

等か、キャンプブームの後押し

もあり、それ以上となっております。今後は学校・保育

園の自然学校や企業の研修等、団体利用が増えてくる

よう取り組んでいきます。 

 

 
富士山 YMCAから富士山を望む 

富士山ＹＭＣＡだより 


