
   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 

     10月 会報 
                

           

 

10月強調テーマ    

ASF 
  

 

★2022年 10月例会★ 
と き  2022年 10月 12日（水）18:30～ 

ところ  ホテルグランド富士（0545-61-0360） 

受付 仁藤斎浩君 

司会 増田 隆君 

1.開会点鐘            菊池初彦会長 

1.開会の挨拶            岩辺富雄君 

1.ワイズソング・ワイズの信条       司会 

1.東日本区理事、富士山部長、会長主題の唱和 

1.会長挨拶            菊池初彦会長 

1.ゲスト・ビジターの紹介     菊池初彦会長 

1.食前の感謝            高野 亨君 

1.マイタイム 

1.誕生日                 司会 

1.各委員会・書記・会計・事務局報告 

1.出席率・スマイル・CS基金報告 

1.閉会の挨拶            小澤嘉道君 

1.閉会点鐘            菊池初彦会長 

 

例会終了後役員会を開催します 

10 月 Happy Birthday 

10月 15日 岩辺富雄君 

10月 20日 菊池初彦君 

  9 月例会報告 

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

休会会員 １名 出席率 66％ スマイル累計 32,000円 CS累計 円 

担当主事 1名 ゲスト 名  ビジター  名 総出席者    8名 

巻 頭 言 
                   小澤 嘉道 

「畳の入れ替えをお願いしたいので来てほしい」と、

以前お世話になった清水区石川のお宅から連絡があり

ました。水害にあったとの事。現調日時を確認して翌日、

畳屋さんと現地に向かった。 

家は巴川と北街道の北側近くにあり、豪雨の爪痕は想像

以上でした。 

乾いた泥はアスファルトを覆い、行き交う車で舞い散る

ホコリ。かろうじて難を逃れたコンビニに立ち寄ったト

イレは使用禁止でした。目の前を川が流れ、はしの架か

る現場に着き辺りを見ると、汚れた家具や室内の掃除に

多くの人達ががんばっていた。 

疲れ切った様子のご夫婦の案内で中に入ると床上 20 セ

ンチ以上の浸水。［あらまあ～どうしましょうか］とし

か言葉が浮かびませんでした。畳だけでも何とかしなく

ては。泥水に浸かった仏壇、家具などを動かし、浸かっ

た 12畳は想像以上に重いです。 

段ボール箱は手に負えません。持ち出した畳は公園へ。

山と積まれた浸水ゴミ。 

あるお宅の塀に【安倍元首相国葬絶対反対】の張り紙が

目に入った。この日は国葬日。災害に遭われた人達から

すれば税金を使った国葬は好感をもたれないと感じた。

片付け少し手伝いに行こうと思う。 
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富士市内では 9 月に入ってもコロナ感染者数が毎日

何百人と発表されています。9月例会も正直なところ開

催するか、しないかずいぶん迷いました。会長とも何回

も検討しましたが、感染対策を充分に取り、例会を早め

に切り上げる、ということを厳守し開催することにし

ました。富士クラブは、リモートとかハイブリッドなど

での開催はやめて、せめて月１回の例会ぐらいは対面

でやろうという菊池会長の熱いワイズ愛で開催にこぎ

つけました。 

9 月 14 日（水）18 時 30 分、定刻となり高野君の司会

で 9 月例会は開催されました。菊池会長の開会点鐘に

続き小澤君の開会挨拶、小さな声（感染防止？）でワイ

ズソングとワイズに信条の唱和そして、東日本区理事、

富士山部長、富士クラブ会長の主題唱和と続き菊池会

長の挨拶となりました。今季２回目の会長挨拶です。そ

して会長職２回目です。コロナ禍でのワイズ活動の難

しさと、それに伴う会員の減少を大変心配しており、何

とかワイズらしい活動を再開して、ともに賛同してい

ただける仲間に呼びかけてワイズに少しでも関心を持

っていただき、焦らずに入会の方向に持っていけたら

と「環境美化標語募集」活動と、クリーン作戦を成功さ

せたいと力強く語っていたことが印象に残りました。

他人ごとではなく全会員が真剣に会員増強に取り組ん

でいかなければ大変なことになるのは明白です。金井

君の食前の感謝で食事となりました。ちょっとしたこ

とですが食事の中身が少し変わったかなと思いました。

その後「マイタイム」アワーで各メンバーが３分間スピ

ーチで近況などを語っていただきました。各委員会か

らの報告がありその後、吉澤君の閉会の挨拶、菊池会長

の閉会点鐘で９月例会は終了しました。（書記 増田） 

  

      
9 月例会で力強く挨拶する菊池会長 

 

報告事項 
１．富士山部部会中止となりました。 

２．東西日本区ロースターを１部購入しました。事務

局に保管しておきますので、閲覧希望メンバーは

書記の増田まで連絡ください。 

３．あずさ部部大会と第 18回、富士山例会の案内が届

きました。 

審議事項 
１．「環境美化標語」募集について金井 CS委員長と事

務局から開催要項案の説明があり、検討、審議しま

した。応募方法にネット募集も追加することにな

り金井君が担当となりました。看板文字書きは高

野君が担当となりました。前回の優秀作品の掲示

はＳＤＧｓが叫ばれている今、そぐわないという

ことで削除することになりました。優秀作品の受

賞者の記念品は図書券がよいのでは、ということ

で「記念品（図書券等）」にしました。開催要項の

概要が了承され、いよいよ「環境美化標語」募集が

スタートします。富士クラブの総力を挙げて成功

させましょう。 

２．次次期富士山部長選出について前原富士山部長か

ら要請があり参加メンバーで喧々諤々話し合いま

したが、誠に残念ですが富士クラブとしては候補

者なし、ということになりました。次回の要請時に

は富士クラブはクラブとしての強い体力を作り、

ためらいなく候補者を選出できるクラブにしたい

とメンバー全員が感じたのではないでしょうか。 

（役員会出席者）菊池、漆畑、吉澤、高野、小澤、

仁藤、金井、増田 

   

   
       役員会での金井ＣＳ委員長 

 
「環境美化標語」募集の新聞告知広告を 10 月 7 日

（金）付の地元紙の富士ニュースに掲載しました。 

下記はこの事業の趣旨です。                            

 

「環境美化標語」を募集します                                  
 

富士ワイズメンズクラブは SDGｓの取り組みとして、毎

年市役所前通りの清掃と富士市の海岸のプラスチック

ゴミの清掃を行っています。1998 年に富士ワイズメン

ズクラブ創立10周年記念事業として環境美化標語を市

民のみな様から募集し、優秀作品の標語看板を市役所

前通りに設置しました。おかげ様で市民のみな様のご r

海渡ご協力により、年々ゴミが減ってきました。 

設置から約 25年経過したため、今年度新たに標語を募

集しますので市民のみな様の多数のご応募をお待ちし

ております。 



マイタイム 

       病気になって 
漆畑 義彦 

病気にかかってはじめ

て、「普段から気をつけて

いればよかった！」なんて

後の祭りか、それでも早く

病気を治して、あれもした

い、これもしたいなどと事

あるごとに思ったりしま

すが、身体がついてゆかな

い、半月ほどベッドに伏せ

ただけなのに両足、腰、両手の筋肉が見る影もなく衰

えた。そんなことにならないようにするためには、か

らだの仕組みや働きなどの知識を豊かにして、病気に

ならないように、理解することが大事であった。 

弓部動脈瘤が直径 50ｍｍ以上になったので人工血管に

した。弓部動脈瘤は人工血管以外の選択肢はないそう

でした。人工心肺で８時間の手術でした、そのあと 

せん妄に襲われて家族に大いに心配をかけた。主治医

は１食ごとに１口多く食べるようにと食の循環が大事

と都度指摘された。１年たってリハビリの大切さを痛

感した、石にかじりついてもリハビリをやり早く体力

を回復することが何より大事です。１年たって順調、ま

た来年の予約を取りました。体力の回復がとても大事

です。体の動きのさることながら頭の回転も鈍くなり

ます。病気するとはどのようなものなのかを知識とし

て整理しています。病気にならないようにすることが

一番、そして仮に入院したとしても、すばやい対応がで

きるように、日ごろから病気とからだについて、頭の中

で整理しておくことが重要だろと痛感いました。 

 

10 月の強調テーマ 
 ＡＳＦ アレキサンダー奨学金 

ASFは、ワイズメンズクラブ国際協会の創設者であるポ

ール・ウイルアム・アレキサンダー判事の志を受け継い

で、彼の名前に因んで、1954 年に設立されました。以

来 68 年間、ASF は、主に YMCAスタッフや YMCA に繋が

る青少年のための奨学金や研修プログラムを提供し、

世界各地の YMCAを財政的に支援してきました。ASFは、

私たちの YNCAとの密接な関係の証です。各地域、各区

で ASF のために集められた献金の総額の 30％は、国際

ASF基金として国際本部に送られます。このお金は、世

界 YMCA同盟と協議の上、世界レベルの運動の特定の目

的のために YMCAに寄付されることになっています。近

年では、毎年 10,000スイスフラン以上の国際 ASF献金

として送られてきています。この基金は、例えば、若い

YMCA 会員が地域社会に変革者となるための「チェンジ

エージェント」活動の支援、2019 年 8 月にロンドンで

開催された YMCAの 175周年記念式典の支援、新型コロ

ナウイルスの流行によって困窮している世界各地の

「YMCA 連帯基金」への拠出などに使用されています。

残りの70％は各地域各地で保存され、その地のYMCA ス

タッフやユースリーダー研修育成に活用されています。 

東日本区理事通信 10 月号    （抜粋） 

2022-2023東日本区理事 

佐藤 重良（甲府２１）  

理事メッセージ 

 ９月 3 日、甲府やまなみク

ラブが誕生しました。昨今の

コロナ禍の中、新クラブ誕生

までの経過をパワポにまとめ

ました。（佐藤節子会員増強事

業主任がアジア太平洋地域・

EMC セッションで 9 月 23 日発

表したものです）皆様に披露

したいと思います。設立には

大変長い間コロナ禍で苦心さ

れたことと思います。（準備委

員会開始からチャーターまで足掛け４年のうち中団 18

か月）その苦難を乗り越えて設立されたことは「メンバ

ーのみんなが、まちづくりに貢献しよう」との執念があ

ったからと思います。以下にまとめてみました。 

・スポンサークラブの記念事業としての後押し 

・国際の入会条件に緩和（これまでの 15 名以上から 5

名以上でも設立可能になったこと 

・東日本区 Change!2022 推進チームの後押しがあった

こと 

・キーマンの新クラブ設立の情熱、強い信念 

・キーマンの熱心な説得力・リーダーシップ 

・2人のキーマンの強い絆と強固な人脈確保 

と数々の好条件があったと思いますが、最大の原因は

「2人のキーマンの諦めない・強い信念にあったと思い

ます。心から敬服と感謝申し上げます。 

 

東日本区の平均年齢分析（2022年 7月 1日現在） 

東日本区 58クラブの平均年齢表が完成しました。東京

サンライズクラブの小山憲彦さんに大変ご尽力いただ

きました。主な事項を分析してみました。 

１．2022年 7月 770名 平均年齢 67.3歳  

２．最も平均年齢が高いクラブは、平均年齢 82歳 

３．最低平均年齢 46.5歳（東京ベイサイドクラブ） 

４．平均年齢 75歳以上のクラブ 11クラブ全体の 19% 

５．80歳以上のクラブ員の人数 131名 全体の 18％ 

  （いずれも担当主事を除く） 

 

会員数の推移と推測  

会員数、平均年齢についてこの 2 年間のデータをもと

に 5 年後を推測してみました。何も対策を取らないと

こうなってしまう、という数字です。恐ろしいですね。 

（主事を除く） 

 人数 平均年齢 80歳以上の人 

 名 歳 名    ％ 

2020.7.1 830 66.3 108   13.7% 

2022.7.1 770 67.3 131   18.0% 

2027.7.1 621 69.8 189  32.2% 
5 年後の推測    



歳時記 

 

十三夜は「後の月」と呼ばれ、十五夜の約一か月後に

巡ってきます。十五夜は中国から伝わってきた風習で

すが、十三夜は日本固有の風習です。 

その由来は諸説あり、平安時代の宇多天皇が愛でたの

が始まりだという説や、稲の収穫を終える頃にあたる

ことから収穫祭の一つだったのではないかという説な

どがあります。秋の収穫に感謝するため、収穫物をお月

様にお供えします。月見団子は十三夜の場合は、13 個

のお団子を用意し、1段目に 9個、2段目に 4個並べま

す。そして、収穫物と共にススキを飾ります。ススキの

鋭い切り口は魔除けになり、茎の内部が空洞のため、神 

 
様の宿り場になると信じられていたため、古くから神

様の依り代（よりしろ）と考えられていました。悪霊や

災いなどから収穫物を守り、翌年の豊作を願う意味が

込められています。 

夏の暑さが残っていて雨の多い十五夜よりも十三夜の

頃は晴れることが多いため「十三夜に曇りなし」と言わ

れています。 

今年の富士から見えた十三夜（8日）は雲の合間から見

事な容姿を恥ずかしそうに覗かせていました。十五夜

だけを愛でるのは「片見月」（かたみつき）と呼ばれ縁

起が良くないため、十五夜にお月見をした時は十三夜

にも必ずお月見をするものとされていました。 

昔の人は完全な姿の満月だけでなく、満月が少しだけ

欠けた十三夜の月に趣を感じていたようです。 

日々の忙しさに追われる現代ですが、ふと立ち止まり、

月を見上げてみる、そんな心の休まる時間をもちたい

ですね。 

日本人には不完全なものに美しさを見いだす美意識が

あります。そうした価値を見いだし、良しとする「詫」

「寂」の精神で月を愛でたいものです。 

 

 

 

 

富士山 YMCA 金井 淳 

 

10 月 1 日、富士山 YMCA では横浜 YMCA の 2023 年度

の新入職員 14名の内定式が行われました。当日は内定

式の他、先輩職員からのメッセージ、業務委託をしてい

るキッチンエビセン特製のウェルカムランチを振る舞

い、新入職員を歓迎いたしました（キッチンエビセンを

運営している有限会社海老鮮の社長は沼津ワイズメン

ズクラブの菅沼ワイズです！）。4月から新たな仲間と

なる YMCAの職員への期待とともに、富士ワイズメンズ

クラブを始め、各ワイズメンズクラブの皆様と多くの

活動をより発展していけるようお祈りいたします。 

 

 
9 月 30 日 富士山初冠雪 

これだけは知っておきたい。 

世界の美しい港、世界の三大美港は 
シドニー港 （オーストラリア） 

オペラハウスとハーバーブリッジがあり、観光

スポットとして外せない場所です。水上交通機

関の発着場所でもあり、多くの人で賑わい益々。 
 

       
リオデジャネイロ港 （ブラジル） 

ブラジル最大の観光都市、リオデジャネイロは、世

界遺産にも登録されています。美しい海岸と降り注

ぐ太陽に魅了され、街も活気に満ちています。 

          

ナポリ港 （イタリア） 

ピザの発祥地としても知られるナポリは、観光

地としても有名です。ベスビオ火山、弧を描く

港、青い海や空、パステルカラーの家が立ち並ぶ

景色に魅了されます 
                                 

富士山ＹＭＣＡだより 


