
   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            K・C・サミュエル    フェローシップとインパクトで次の 100年へ 

アジア太平洋地域会長主題   シェン・チ・ミン     新しい時代とともに、エレガントに変化を 

東日本区理事主題         佐藤 重良       未来に向けて今すぐ行動しよう 

富士山部部長主題         前原 末子       広めよう 地域社会にワイズの理念と奉仕を！ 

富士クラブ会長主題        菊池 初彦       素晴らしいワイズ！！  

 

会長         菊池初彦 

副会長・会計    吉澤廣美 

書記         増田 隆 

副書記        仁藤斎浩 

直前会長      小澤嘉道 

担当主事      金井 淳 
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2022 年 7 月富士。富士宮合同例会 
と き  2022年 7月 13日（水）18：30～ 

ところ  ホテルグランド富士（0545-61-0360） 

受付 小澤嘉道君 

司会 吉澤廣美君  

1．開会点鐘            菊池初彦会長 

1．開会の挨拶            仲澤昭夫君  

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      富士クラブ 菊池初彦会長 

富士宮クラブ 樋口 亨会長                              

1．ゲスト・ビジターの紹介     菊池初彦会長 

1. 富士山部部長挨拶   前原末子 富士山部部長 

1．富士市長挨拶      小長井義正 富士市長                  

1．食前の感謝・乾杯         岩辺富雄君 

1．誕生日               

1．書記・会計・事務局・スマイル・出席率報告 

1. 閉会の辞          富士宮クラブ担当 

1. 閉会点鐘     富士宮クラブ 樋口 亨会長 

 

例会閉会後に役員会を行います。            

７月 Happy Birthday 
   該当者なし 

   

月例会報告 

在籍会員 13名 例会出席者 名 スマイル基金 円 CS基金 円 

休会会員 １名 出席率 ％ スマイル累計 円 CS累計 円 

担当主事 1名 ゲスト 名  ビジター  名 総出席者    名 

 

巻頭言 

            第 35期富士クラブ会長 菊池初彦 

       

7 月 1 日 富士ワイズメンズクラブの第 35 回目の年

次事業がスタートしまして私も会長として頑張ります。 

三役の皆様を始め、各委員長、メンバーの皆様の御協力

を宜しくお願い致します。 

「素晴らしいワイズ！！」をモットーに、コロナ禍の中、

ワイズ活動が制限されるかもしれませんが、計画されて

います諸事業を着実に実施していきたいと思います。 

特に主な活動としては鈴川海岸のゴミ拾い・ロゼシアタ

ー前の清掃・富士山大学対抗女子駅伝大会の応援・中学

校サッカー大会・車イス清掃等をしております。コロナ

禍の影響下、経済不況の中、ワイズをより活性化させる

ためにも、会員の拡大がどうしても必要だと考えます。

知人、友おりましたら御一報下さい。 

皆様、一年間宜しくお願い致します。 
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マイタイム                               

世界の大変革 

  静岡 YMCA 運営委員 仲澤昭夫 

何千年の世界史の中で国の体制を引っくり返す大変

革が数々あった。例えば草原の民だったｱｰﾘｱ人が気候

変動でｵﾘｴﾝﾄ地方に移動して、そこにあった古代国家を

倒したり､ﾌﾝ族に追われたゲルマン人が西ﾛｰﾏ帝国を瓦

解させたりした。だが時の為政者、権力者たちはその大

変革に対処できず古い体制、権力にしがみつこうとし

た。近世誕生した国民国家はﾌﾗﾝｽ革命（世界史の大変

革）の自由、平等、博愛のお題目を着々と実現して自由

主義体制を確立した。しかるにﾌﾟｰﾁﾝ大統領は前近代的

なﾋﾟｭｳﾄﾙ大帝時代の版図の回復を目指し、習近平は中

華帝国の再来を口にして、思想統制、人権無視の政策を

強行してる。しかしｺﾝﾋﾟｭﾀｰの軍事転用から派生したｲﾝ

ﾀｰﾈｯﾄが普及した（これも世界史的大変革）今、それら

為政者の思惑は白日のもとに晒され、自国民を騙せて

も世界の人々からは手痛いｼｯﾍﾟ返しを喰らい、その思

惑が頓挫するのは時間の問題だろう。 

 

6 月例会報告 
定刻となり小澤年度最後の例会が開催されました。 

小澤会長の開会点鐘に続き、金井君の開会挨拶の後、ワ

イズソング、ワイズの信条をマスク越しに声高らか

に？斉唱して各主題を唱和し、小澤会長の最後の挨拶

があり、何故か感慨深いものがありました。仲澤君と

増田君の誕生日の祝いとなり心を込めてバースデイ

ソングを斉唱しました。引き続き各委員会からの報告

があり、次期会長の菊池初彦君の閉会の挨拶の後、小

澤会長のそれこそ最後の仕事、閉会点鐘で 6月例会は

終了しました。小澤会長にとっては、コロナ禍の中、

満足に富士クラブの事業ができなくて、地団駄を踏ん

だことでしょう。やり残したことはこれからのクラブ

の事業などに精力的に取り組み結果を残していきまし

ょう。そして輝く富士ワイズメンズクラブをメンバー

全員で作り上げていきましょう。特筆すべきは、今季限

りで26年のワイズライフに別れを告げた次田升勇君が

最後の例会に出席していただいたことでした。時々富

士クラブの事業に参加してくださることを約束してく

ださいました。長い間ありがとうございました。 

 
小澤会長の感謝を込めた最後の閉会点鐘 

 

  
次田升勇君を囲んでお別れをしました 

第 35 期 富士クラブ定時総会 
 6 月例会終了後、同会場で引き続き第 35期の定時総

会が開催されました。高野君の司会進行により式次第

に沿って総会が開始され、岩辺君の開会の辞に続き 34

期小澤会長の挨拶がありました。議題に入り、議長選

出、議事録署名人指名、そして定足数の確認を行い審議

に入りました。 

第 1号議案の 2021年度事業報告並びに会計報告が小澤

会長、鈴木会計より報告がありました。そして吉澤君よ

り監査報告があり、承認されました。 

第2号議案の2022

年度の新役員承

認の件、第 3号議

案の 2022 年度活

動方針案並びに

事業計画案、第 4

号議案の 2022 年

度事業予算案が

菊池新会長並び

に吉澤会計から提案があり審議の結果いずれも承認さ

れました。その後、新旧会長のバッチ交換、小澤直前会

長への記念品の贈呈などがあり、いよいよ菊池新会長

の挨拶となりました。会長主題「素晴らしいワイズ！！」

を掲げ、コロナ禍の中,少なくなったメンバーと協力し

て諸事業を実施していきたいと力強く挨拶がありまし

た。みんなで菊池会長を盛り上げていきましょう。 

 
菊池新会長から小澤直前会長に記念品の贈呈 



東日本区理事通信 ７月号 
 

2022-2023東日本区理事 佐藤 重良 

 

理事メッセージ 
この度、東日本区理事を拝命させて

いただきました、あずさ部・甲府 21

クラブの佐藤重良です。皆様のご協

力とご支援をいただきながら、ワイ

ズダムのために一生懸命奉仕させ

ていただく所存です。どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

◇今年 11月 15日はワイズメンズク

ラブ国際協会設立 100 周年にあたります。大いにお祝

いをしましょう。又先人が築いた素晴らしい貴重な遺

産から多くを学び、これからの未来の 100 年に向けて

スタートに立ちます。現在今まで経験したことのない、

コロナの問題、そして今年の 2月 24日突然の戦争が勃

発し、悲惨な状況が続いております。戦争をすぐに停戦

し、コロナ禍も終焉し、平和を願うものです。 

◇ワイズメンズクラブ東日本区の中にも、多くの課題

を抱えております。ワイズメンズクラブの認知度が低

く、毎年平均 20人会員が減少していて、これに歯止め

がかからない状況が続いております。今年も引き続き

Change!2022の活動を柱に会員増強に、最重要課題とし

て取り組みましょう。コロナ禍が終息の兆しが見えて  

きたようにも見えます。ニューノーマル（新しい日常）

に対応する地域に合った（今まで実施してきた）奉仕活

動を見直し、改善できるものは改善し活動しましょう。 

◇国際協会の新しい制度,iGo の募集が始まりました。

詳細をご紹介しました。これからの若い人のために支

援してゆきましょう。  

◇先般国際協会から、2022～2032 までの 10年間の青写

真として「Strategy2032」が示されました。東西日本区

合同翻訳・通訳グループのご奉仕により翻訳していた

だきました。是非ご覧ください。今後の活動方針等に取

り入れて活用してください。東日本区として、今後どの

ように取り組んでゆくかについて、皆さんと協議しな

がら進めたいと思っております。 

 

iGo （青少年海外インターンシップ）とは 

iGo（Internships for Global Outreach アイゴー） 

「世界に手を伸ばすためのインターン制度」 

□青年の成長を目的として、YMCA やワイズメンズクラ

ブ会員で事業を行っている者が、ユースに国際的なイ

ンターン（職業体験）の場を提供するプログラム。申請

時に 18歳から 29歳の者が対象。 

2020-2021 年度に廃止された YEEP の後継プログラム。

〈対象：18～29歳のワイズメンズクラブのメンバー、 

メンバーの子、孫、YMCAのスタッフ〉 

今年度の募集は 

●エストニア（パルヌ）  
インターン期間 2022.9．15～2022.12．15  

締切 8月 1日 

●インド（ムンバイ） 
インターン期間 2022.10．1～2022.11．30 

締切 8月 15日 

詳細は、衣笠東日本区ユース主任にご照会ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 26 回東日本区大会のお知らせ 

かふふ・来 
あなたの置き忘れたものを、取りに来てください 

  2023年 6月 3日・4日、山梨県甲府市で第 26回東                

  日本区大会が行われます。ホストクラブは甲府 21 

  あずさ部の各クラブの支援を受けて開催されます    

  「かふふ・来」って何？旧仮名遣いで、甲府＝かふ 

  ふと書きます。そして、この甲府に来ることで、 

  甲府・来、つまり「幸福」になるという願いを込め 

  たキャチコピーです。因みに、サブタイトル、「あ  

  なたの置き忘れたものを、取りにきてください」 

  とは、電車内に忘れた傘ではありません。毎年 6月 

  に人が集う時、そこには笑顔と、勇気と、感動が 

  あります。どうぞ、取りに来てください。 

  

  

 新クラブ設立へ 
 （仮）甲府やまなみワイズメンズクラブ 
      設立総会の参加者 

   
 6月 11日（土）午後 6 時より、ホテル談露館におい

て、（仮）甲府やまなみワイズメンズクラブの設立総

会が開催されました。参加者は佐藤次期理事、板村直

前理事大川会員増強事業主任、栗本 Change!2022 推

進員会委員長、あずさ部からは長谷川部長、久保田書

記、そしてあずさ部各クラブから合わせて 37名でし

た。総会は仙洞田新クラブ設立準備委員長が設立経

過の報告をした後、新クラブ初代会長の藤原一正さ

んが議長となり、会則、役員、予算案を審議・承認し

ました。新クラブ会員は 10名、チャーターナイトは

9月 3日を予定しています。 

東西日本区交流会のお知らせ 

第３回東西日本区交流会が、2023年 2月 4日か

ら 5日の 2日間、神戸にて開催されます。東日

本区からは２００人を送りこむ！と宣言をして

おります。登録費は 20,000 円です（税込み）別

途 交通費、宿泊費がかかります。 

 



特定非営利活動法人静岡 YMCA 

第 49回定期総会報告 

日時 令和 4年 5月 21日  

               13：00～ 

        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 

2021 年度事業報告（抜粋） 
１．事業の成果 

運営委員を責任者として各地区の事業計画が策

定され、事業を実施した。新型コロナウイルスの

感染拡大から一部事業が実施できなかった。 

２．会員構成 

正 会員  152名 

維持会員   0名 

少年会員   0名 

３．事業の実施 

●青少年健全育成事業 

熱海グローリー杯少年野球大会 

伊東ワイズ杯学童軟式野球大会 

●青少年教育事業 

 ピアノ教室 熱海 YMCAセンター 

 子供筝曲教室（下田クラブ） 

 神話の世界読み聞かせ（富士宮クラブ） 

●地域福祉事業 

 YMCA同盟清掃（御殿場クラブ） 

 御殿場 1万歩道路ゴミ拾い 

 富士宮風祭川清掃 

 使用済みタオル贈呈（熱海） 

 下田さくら園除草作業 

 鈴川海岸清掃作業（富士クラブ） 

15周年モニュメント清掃（伊東クラブ） 

伊豆山土石流災害義援金贈呈 

赤い羽根街頭募金（熱海） 

社会を明るくする運動街頭啓蒙活動（富士クラブ） 

 ●国際交流事業 

  中学生英語スピーチコンテスト（熱海センター）   

  留学生日本語スピーチコンテスト（沼津） 

2022 年度事業計画（抜粋） 
 ●会員増強事業 

 ●青少年健全育成事業 

  サマーキャンプ、スキー教室、野球大会、サッカー            

  大会など野外活動を主に実施する。 

 ●地域福祉事業 

  各クラブ最も活発に活動している事業。社会と共 

  生が大切な時代、さらに磨きをかけて活動を強化 

  する。清掃作業、計画する事業は除草作業、募金活 

  動、使用済みタオルの贈呈など。 

 ●国際交流事業 

  中学生英語コンテストは公立、私立に広く呼び掛

けて実施方法を改善したい。 

  留学生日本語コンテストも改善して実施したい。 

 

 

                                                                                       

 

 

 

担当主事 金井 淳（富士山 YMCA） 

                                                                                                        

早い梅雨明けの富士山 YMCAですが、6月末、映画「ゆ

るキャン」の紹介記事の一部と

して読売新聞夕刊（静岡県内で

は発行されおりません…）に、

記者が富士山 YMCA でテント設

営・たき火などのキャンプ体験

をする様子が掲載されました。 

キャンプブームの中で、富士

山 YMCA も様々なメディアで紹

介され、設立当初は神奈川県の

横浜 YMCA内部の利用がほとんどだった中、全国からの

一般のお客様の利用がご利用者の半数以上を占めるよ

うになってきました。 

ここを訪れた方に、YMCA 運動とともにワイズの運動が

広まっていくことを願っています。 

 

  
7 月の富士山 YMCA から富士山を望む 

 

 

年会費納入のお知らせ 
 

振込先 

   富士信用金庫 吉原支店 

  普通 店番号 ００１ 

  口座番号   ０４５４３９４ 

  口座名    富士ワイズメンズクラブ 

 

（振込手数料は各自負担してください） 

会計 吉澤 廣美  

      

早めの振り込みをお願いします 

富士山ＹＭＣＡだより 


