
   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 

  

 

２０２２年 

     ８月 会報 
                

                

 

８月強調テーマ    
「戦略２０３２」 

  

 

「８月例会はコロナウイルス感染 

拡大のため中止となりました」 

 
８月 Happy Birthday 
   該当者なし 

   

7 月例会報告 

在籍会員 13名 例会出席者 8名 スマイル基金 24,000円 CS基金 円 

休会会員 １名 出席率 66％ スマイル累計 24,000円 CS累計 円 

担当主事 1名 ゲスト 1名  ビジター  15名 総出席者    24名 

巻頭言 

                   鈴木 靖巳 

３０度越えが連日続き、ふと子供のころうちわと扇風

機で過ごした夏の思い出が八十路になり色々浮かんで

きます。しかも単純な白黒写真です。銃撃音でもなくど

ちらかというと砲撃音のような音ともに白煙がたち元

安倍首相が狙撃され周りが騒然としているニュースを

啞然としてみました。平和国家日本においてこの事実は

何を差し置いて許し難きことです。しかしこの事件とと

もにいろいろな黒煙が立ち上っています。これから一つ

一つ事実を解明していく必要があると思います。そして

改善策も講じていかなければなりません。プロ野球に例

えると大投手金田正一はゆったりとした大きなフオー

ムから豪速球と大きく曲るカーブの２つの球種で前人

未到の４００勝という大偉業を成し遂げました。近年で

は覚えきれないくらいの球種をマスターしなければな

りません。現代社会はあまりにも複雑化しています。小

さなことですがこれから私はもっと単純で一直線に暮

らせる世の中で人生１００年時代と言われるなかで健

康寿命とどう向き合っていくか考えながら．．．．．．。 
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コロナ感染事情               

吉澤廣美 

私は薬局開設者です。

今は 7月末、コロナ感染疑

いの人が発熱外来を行っ

ているクリニックに多数

来院しています。院内には

入らずに駐車場で待機し、

抗原検査や PCR 検査を車

の中で行っています。陽性

ですと無料で薬をもらっ

て帰ります。陰性ですと有料です。 

現在の状況は 20～40 歳代の人が多く、3 回目のワク

チン接種が済んでいない人や子供からの感染が疑われ

る人が多いようです。症状は熱、のどの痛みがほとんど

で、全体的に軽症で重い症状の人は少ないようです。診

察後、薬を服用、静養して家で治るのを待つ。中には症

状が長引く人もいますが、全体的に重症化する人は少

ないようです。国も感染拡大には驚いていますが、病状

悪化する人は少ないとみて、現在の結核などの指定病

院治療「2類」から季節性インフルエンザ相当のどこで

も診察できる「5類」を検討するようです。そして経済

も回すウィズコロナをどこかで見極めないとならない。

感染力は強いが重症化リスクは低いということで、検

討する時期に来ているようようです。 

7 月例会報告 
7月に入りコロナウイルス感染が次第に広まり、富士市

においても陽性者がじわじわと増加してきました。そ

のような中で、富士宮クラブとの 7 月合同初例会が小

長井富士市長様をお迎えして開催されました。富士山

部長公式訪問として前原富士山部長様、山本部書記様、

小野部会計様、伊東クラブの榎本次期富士山部長様、稲

葉伊東クラブ会長様、大村沼津クラブ会長様、長谷川沼

津クラブドライバー委員長様と、多くの近隣クラブメ

ンバーが出席していただき合同初例会を盛り上げてい

ただきました。2回目の会長を務められる菊池会長より

力強く会長挨拶があり、今年度の事業展開の説明とそ

れに伴う会員のさらなる積極的な協力をお願いしまし

た。 

 
いよいよ菊池丸の出航です 

引き続き前原富士山部長より今年度の富士山部の概要

と会員減少に伴う東日本区の取り組みなどの説明があ

りました。今年度の富士山部の会員は 7月 1日現在 134

名と減少に歯止めはかかりません。300人以上のメンバ

ーがいた時代に在籍していたメンバーの心情や如何に。 

何はともあれ、一人でも多くのメンバーを増やしてい

くことしかないのではないでしょうか。メンバー一人

一人が自覚していきましょう。 

 
7 月誕生日のワイズメンバー。おめでとうございます 

 

小長井冨士市長様からは、日ごろ青少年の健全育成に

積極的に参加し、その活動に対して評価をいただきま

した。特に今年度 27回目を迎える富士市中学生招待サ

ッカー大会は大変期待をいただきました。また昨年よ

りの海岸清掃や市役所前通りのクリーン大作戦など,

いつも思いやりの心をもって奉仕活動に励む富士クラ

ブならではの活動ということで評価をいただきました。

これからの私たちの活動の励みになることでしょう。 

 
小長井富士市長から挨拶をいただきました 

 

小澤直前会長の食前の感謝の挨拶の後、本日出席者の

健康とワイズメンズクラブの益々の発展を願い、そし

て菊池富士クラブ会長と樋口富士宮クラブ会長のご活

躍を祈念して声高らかに乾杯しました。その後富士宮

クラブの伊藤一芳ワイズの閉会の言葉があり、樋口富

士宮クラブ会長の閉会点鐘で 7 月の合同初例会は終了

しました。 



7 月役員会報告       書記 増田 隆 
日 時  2022年 7月 13日（水） 

場 所  ホテルグランド富士 

          例会終了後開会 

 

報告事項 

① 第 1回富士山部役員会・評議会 

   ７月 23日（土） 14:00～16:30 

   御殿場 東山荘 

   参加予定者 

    菊池会長   

    吉澤副会長、会計 

    増田書記 

    仁藤副書記 

議題 

① 8月納涼例会について 

   会場 ホテルグランド富士 

   会費 5,000円 

   食事内容は高野ドライバー委員長がホテル側と

打ち合わせをすることになりました。 

    以上決定しました。 

② 市役所前通り 標語・標板改定事業について 

   菊池会長と増田書記が市役所に行き事情を説明        

   し、了承していただくことになりました。 

   事業の詳細は後日役員会に諮りメンバー全員で 

   審議して決定することになりました。 

 

富士山部便り 

第 1回 役員会・評議会 
富士山部役員会・評議会が７月 23日（土）午後２時

より御殿場東山荘で開催されました。当クラブからは

菊池会長と吉澤副会長（会計）が都合により欠席となり

増田書記と仁藤副書記が出席しました。 

 
役員会で挨拶する前原富士山部長 

午後２時より役員会が開会されました。各事項審議、承

認され、2 時 50 分より 2022 年～2023 年度第 1 回富士

山部評議会が開催されました。審議の前に報告事項が

あり東日本区役員会と東日本区代議員会は共にズーム

開催されたという報告がありました。そして富士山部

前期半年報の報告があり富士山部の会員数は 134 名と

発表がありました。定足数確認は、48名中 26名出席で

委任状は 6 名で、これにより過半数となり議長に前原

富士山部長を選出し、審議が開始されました。 

第 1号議案は富士山部 2021年度決算承認の件で小原前

部長より提案があり承認されました。第 2 号議案は富

士山部2022年度予算案承認の件で山本部会計から提案

があり承認されました。第 3 号議案は 2022 年度部長、

各事業主査、各クラブ会長の活動方針承認の件では部

長、各主査、参加各クラブ会長より活動方針の発表があ

り、特に深澤 EMC 主査の「本気の会員増強」には毎度

のことながらクラブ存続も視野に入れ、各クラブ、各会

員は本腰を入れて取り組んでいかなければならないと

強く感じました。因みに富士山部会員数の比較をして

みると 2012 年 7 月 1 日現在 222 名で、10 年後の 2022

年 7 月 1 日現在は 134 名です。なんと 10 年間で 88 名

減少しています。驚いてはいられません。現実です。5

年後、10年後はと考えると・・・大変です。 

第 4号議案は 2022年度会員会費年間納付金について部

長、より提案があり承認されました。その他では本年

度、各クラブからエクステンション委員を 1 名選出し

てもらいたいと大川富士山部エクステンション委員長

からお願いがありました。 

連絡事項は富士山部部大会が 10 月 29 日（土）東山荘

で行われます。第 2 回富士山部役員会・評議会が 2023

年 1月 28日（土）東山荘度実施されます。第 3回富士

山部役員会・評議員会及び次期研修会を伊東クラブの

ホストで 2023 年 5 月 27 日（土）に実施されます。何

れも詳細は未定です。引き続き富士山部歌の斉唱、伊藤

一芳監事の監事講評があり、榎本博富士山部次期部長

の閉会の辞、前原部長の閉会点鐘で第 1 回評議会は盛

況のうちに終了しました。     （書記 増田） 

 
富士山部評議会の様子 

      

     



東日本区理事通信 8 月号 
2022-2023東日本区理事 

佐藤 重良（甲府２１）  

理事メッセージ 

 
去る 7 月 10 日（日）に、山梨

YMCA において東日本区理事就

任・引継ぎ式が行われ、正式に

2022～2023年度東日本区理事に

就任いたしましたことをまず、

ご報告申し上げます。いよいよ

新しい舵取りを任された重責に、

勇往邁進してまいる所存です。

よろしくお願い申し上げます。 

「アフターコロナ～奉仕活動の方法を変えてみよう」 

私たちを必要としている人達に対して奉仕活動が満足

にできない状態にあります。今だからこそ困っている

人々のため、暖かい活動をする時です。そう考えて、今

までの活動を見直し、中止ではなく、再開の工夫を考

え、活発に活動してみましょう。 

「ウクライナ避難民のための募金活動」 

戦争が長引いております。ウクライナ避難民のための

募金活動を 8月末まで延長します。6月でいったん募金

k 津堂を終了しましたが、日本 YMCA 同盟は 8月まで募

金を延長しております。少しの無駄を省き節約するこ

とにより、ウクライナの人々のために募金しましょう。 

「新クラブ誕生…これを手本に新クラブを立ち上げま

しょう」  あずさ部では、12 年ぶりに新クラブの誕

生が決まりました。国際協会に登録が受け付けられ、9

月 3 日、めでたくチャーターナイトができる運びとな

りました。久し振りの新クラブ誕生を祝いましょう。甲

府に行き、シャインとワインを楽しみジョインしまし

ょう、交流を深めましょう。 

「会員増強」 会員増強は「私にはできない・誰かやっ

てくれるだろう」と傍観者でなく、火中の栗を拾うチャ

レンジャーになりましょう。ワイズは、魅力ある団体で

す。誇りの持てる奉仕団体です。自信をもってお誘いの

行動をしましょう。 

 

一般社団法人ワイズメンズクラブ国際協会 

東日本区 
富士山部各クラブメンバー数推移 

クラブ名 2020.7.1 2021.7.1 2022.7.1 

熱海 45 43 41 

沼津 15 15 15 

伊東 16 18 11 

三島 11 8 8 

下田 7 6 6 

熱海 G 13 15 13 

御殿場 21 14 12 

富士 15 13 12 

富士宮 20 19 16 

計 165 151 134 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

担当主事 金井 淳（富士山 YMCA） 

                                                                                                        

今年の 3月から日本 YMCA同盟を中心に行っているウク

ライナ情勢への支援活動ですが、4月末までの予定だっ

たウクライナ支援募金は、8月末まで延長され、今も多

くの方々から支援をいただいております（富士山 YMCA

でもフロントに募金箱を設置し、7月末の段階で47,154

円の募金をお預かりしました）。また、日本 YMCA同盟

では、7 月 18 日までに 68 組 151 人の来日をサポート

いたしました。富士山 YMCAにはウクライナから避難し

てきた子どもたちを 8月上旬にお迎えし、横浜 YMCAア

フタースクール事業のキャンプのプログラムを楽しん

でもらう予定です。募金活動を始め、富士山 YMCAでは

引き続き支援活動を行っていきます。 

 
8 月の富士山 YMCA から富士山を望む 

 

      

    夏だ！ビールだ！カンパーイ！ 
 

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乾杯 

  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  

富士山ＹＭＣＡだより 


