
   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 

      12月 会報 
                

           

 

12月強調テーマ    
IBC・キリスト教理解 

  

 

★2022年 12月例会★ 
と き  2022年 12月 14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 鈴木靖巳君 

1.開会点鐘            菊池初彦会長 

1.開会の挨拶            市川文彦君 

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.誕生日                  

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            仁藤斎浩君 

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 

引き続きクリスマス会 
金井君のギター演奏と 

    弾き語りを 

お楽しみください 

 

１２月 Happy Birthday 
12月 17日 井上暉英君 

11 月例会報告 

在籍会員 13名 例会出席者 10名 スマイル基金 10,000円 CS基金 700円 

休会会員 １名 出席率 83％ スマイル累計 52,000円 CS累計 700円 

担当主事 1名 ゲスト 名  ビジター  名 総出席者    10名 

巻 頭 言 
       

富士山 YMCA所長 村田 彰宏 

 

絶景のロケーションと静寂の空間 多目的研修棟 

富士山 YMCA開設 10周年を記念し建設された多目的研

修棟。今までも多くの方の利用があります。正面には富

士山を、横には、伊豆半島や駿河湾の景観が映えます。

トイレ、洗面、冷蔵庫、シンクなども付いています。会

議、研修の目的ではなく、多目的な用途があり、今まで

には、地域の音楽教室のピアノ発表会や学校利用での工

作スペース。ファミリーでの懇親会。これからは、「Wi-

Fi」を活用した、リモートワークスペースなどにも活用

できます。ぜひ、皆さんと一緒に、多目的研修棟の利用

を考えていきたいと思います！！ 

       
多目的研修棟でのピアノ演奏会の様子 
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高野君の司会進行で 11月例会が開催されました。会

長の開会点鐘に続き鈴木君の開会の挨拶、ワイズソン

グとワイズの信条の唱和と理事、部長、会長の主題の唱

和と続き、菊池会長の挨拶となりました。菊池会長は会

長就任当初から、コロナコロナでまともな例会や、活動

ができていないことを嘆き、早く収束を、と願うも感染

者が増加してきている現状を注意深く見守りたい、と

言っていました。今月 20日の海岸清掃のお願いをメン

バーの皆様の参加をお知らせしました。今月はマイタ

イムの代わりに金井君による「ＳＤＧｓ」とは？を詳し

くパワーポイントを使用して説明していただきました。

20 日に実施します「海岸清掃」もその一環として富士

クラブが取り組む新しい活動です。富士山部の小澤国

際・交流事業主査より、使用済み切手は 2月 15日まで

に送ってもらいたいので 1 月例会に持参してもらいた

いとのことです。その尾、仁藤君の閉会の言葉、菊池会

長の閉会点鐘で 11月例会は終了しました。 

 

 
金井君による SDGｓの説明会です 

 
SDGsの 17の目標を説明する金井君 

 

横浜 YMCA からお

借りした資料で、

SDGs をわかりや

すく説明する金井

君の話に、熱心に

聞き入るメンバー。 

 

                                      

11月役員会報告 

 

報告事項 

１．環境美化標語の応募件数（11月 8日現在） 

ハガキ応募  ６件 

FAX応募   10件 

メール応募  3件    でした。 

 

２．環境美化標語募集のパンフレットを配布しました 

・市内小中学校全校・・・教育委員会を通じて配布   

   と応募のお願いをしました。 

  ・市内高校 6 校（富士市立・吉原工業・吉原・富

士・富士見・富士東）を訪問してお願いしました。 

  ・富士ワイズメンズクラブ OB、退会者等（24 名） 

   の郵送し、お願いしました。 

３．2023年 2月の卓話者に、富士シルバー人材センタ 

  ーの常務様を予定しています。 

  今後の予定として市内に在住するウクライナ難   

  民の方との交流を計画中です。 

４．「海岸清掃」は 11月 20日（日）に決りました。前

回同様の内容で実施します。 

 

審議事項 

１．12月クリスマス例会について。 

  コロナ禍、昨年並みに実施し、金井ワイズのギタ 

ー演奏を取り入れ、会費は 5,000円/一人。 

２．台風 15号による豪雨災害義援金について 

義援金は 3万円と決まりました。 

３．「環境美化標語募集」活動の今後のスケジュールに     

  について 

  まだまだ応募が少ないので、会員の家族、友人、知      

  人に依頼をお願いしました。 

３．その他 

2022富士山女子駅伝協力者交通ボランティア説明 

会参加のお願い。 

交通ボランティア参加者 

富士クラブ（岩辺富雄・小澤嘉道・菊池初彦・吉澤 

廣美）吉澤君友人（武井さん・服部さん・長島さん） 

以上 7名です。（75 歳以上はボランティア参加 

できませんので） 

  

使用済み切手を 1月例会に持参してください 

      BF事業委員会   委員長 岩辺富雄 

           
 たくさん切手を持参してください。お願いします。 



海岸清掃活動報告 
CS委員長 金井 淳 

11 月 20日に鈴川海岸の海岸清掃を行いました。富士

ワイズメンズクラブのメンバーの他、ご友人、ご家族を

含め 12名にご参加いただき、約 1時間の清掃活動を行

いました。ペットボトルやお菓子のゴミ、ビニール袋な

ど、明らかに「誰かがどこかで捨てたゴミ」がほとんど

で、その人たちの意識が変わればゴミがなくなるので

はと当たり前ながら思わされます。今回の海岸清掃は、

地球の規模からすれば小さいこととは思いますが、こ

れがきっかけとなり、私たち自身、周囲の人々の意識を

高めていければと思います。「Think globally, act 

locally.」と、このような小さな活動でも継続して行い、

SDGsを進めていきたいと思います。 

 

 
拾い集めたプラスチックごみを整理するメンバー 

     
    駿河湾の海岸線。この先が沼津、伊豆半島です 

 
参加メンバーのみな様、寒い中お疲れさまでした。 

マイタイム 

仁藤 斎浩 

この度「社会を明るくする運動富士市推進委員会」の

加盟団体であります富士ワイズメンズクラブに入会し

ました仁藤斎浩です。私は当時、地域の若者たちが青年

団活動に情熱を傾け、青春の全てをかけて青少年活動

をしていた青年団でお世話になった増田隆さんの呼び

かけでこの会を知り、増田さんがあの年齢で活動して

いる会とはどのような会なのか興味を持ち入会しまし

た。私は現在、ボランティアと言うと何をしたらいいの

か、どのような事ができるのかと思っていました。しか

し、自分が参加し、夢中になって活動してきた青年団活

動も地域社会を明るくする立派なボランティア活動だ

 
11 月誕生日の仁藤君と菊池会長 

ったことに、富士ワイズメンズクラブに入会し活動し

ていくにうちに感じてきました。現在富士市には青年

団というものはありませんが富士ワイズメンズクラブ

はこのような青少年団体や、若者たちの活動を支援す

るクラブということを少しづつ理解してきました。私

たちが若い頃にいろいろな方にお世話になったことを

今、このような形で少しでも地域社会に恩返しができ

たらいいなあと思いワイズの活動をしていきたいと思

います。これからの社会を考えると、生活の中に少しで

もゆとりを持ち、少しでもいろいろな立場の人とのつ

ながりができていけば社会が明るくなっていくのだろ

うと思います。私の好きな言葉に「思いやり」がありま

す。身近な人との生活の中で大切なことだと思います。

これからもよろしくお願いします。 

 



▲12 月の強調テーマ▼ 

IBC (International Brother Clubs) 

国際兄弟クラブ 

クラブが外国のクラブと兄弟クラブ締結を行い、永

続的な交流を続けること。また、その相手クラブの

ことも指す。新たに IBC 関係を結ぼうとするクラブ

同士は、十分な準備を行ったうえで、締結書を交わ

す。締結は、IBC国際事業主任が締結書にサインする

ことにより正式に認められる。 

（2022-2023 東日本区ハンドブック・ワイズ用語より） 

 

東日本区だより 
【常任委員会報告】 

11月 18日（金）19時から 21 時 10分、Zoomによるオ

ンライン会議で常任役員会が実施されました。出席者

は、常任役員 5名、監事 2名、理事からの出席者 11名、

ワイズと YMCA のパートナーシップを強くするために、

東西日本区交流会について等が話し合われました。東

西日本区交流会は 2023年 2月 4日・5日神戸にて開催

です。登録受付中です。詳しくは HP をご覧ください。 

https//www.tozaikoryu.com/ 
 

【臨時役員会報告】   

11 月 20 日～23 日、グーグルフォームで議案「2024・

2025年度東日本区理事氏名の件」として山田公平氏（宇

都宮）指名の投票が行われました。投票者 14名中、賛

成 13 名、反対 1 名。過半数の賛成をもって、議案は、 

承認可決されました。     

 

【臨時代議員会開催のお知らせ】 

この度区役員候補者指名委員会より氏名がございまし

た.2024-2025年度東日本区理事 

山田公平氏（宇都宮） 

この指名の議案は、11月 23日に臨時東日本区役員会で

承認されました。 

ワイズメンズクラブ国際協会東日本区臨時代議員会と

して郵送による決議を行うことになりました。投票は

12月 11日までといたします。 

 

国際選挙のお知らせ 
・2023-2024 年度次期国際会長及び同年次期国際会計。   

・アジア太平洋地域選出次期国際議員（次々期アジア

太平洋地域会長） 

○投票期間：2022年 12月 16日～2023年 1月 30日 

○投票権のあるクラブ会長は必ず投票を！ 

●投票方法について疑問のある方は書記までお申越く

ださい。       東日本区書記 清藤城宏 
            

YMI100周年記念祝賀会は 

2023年 3月 10日（金）～12日（日）。  

台北にて開催 

 

 

 

 

 

富士山 YMCA 金井 淳 

8 月にウクライナの柔道チームが富士山 YMCA に訪れて

いましたが（ブリテン 8 月号をご覧ください）、その

際に植えたひまわりの種が、比較的暖かかった先月の

上旬に花をつけました。ひまわりはウクライナの「国

花」でもあります。全国の YMCAでは、ウクライナから

日本に避難をしてきている人々のサポートを引き続き

行っております。富士山 YMCAからもウクライナの人々

のことを思うとともに、1日も早い平和が訪れることを

祈りたいと思います。 

 
ウクライナ・オデーサの柔道チームのメンバー 

 

国際会長ニュース 

 

自己を超えて 

変革を起こそう 

 

💛他者に幸せを与えることは、 

偉大な慈善行為です 

♦クリスマスの素晴らしさと 

新年の幸福を祈りつつ 
 

 
国際会長 

K・C・サミュエル 

富士山ＹＭＣＡだより 



                                


