
   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           ウルリック ラウリドセン 輝かそう あなたの光を 

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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３月強調テーマ    
ＣＳ 

Ｇｒｅｅｎ Ｐｒｏｊｅｃｔ 

ワイズメネット 

 

★2023年 3月例会★ 
と き  2023年 3月 8日（水）18:30～ 

ところ  ホテルグランド富士（0545-61-0360） 

受付 金井 淳君 

司会 仁藤斎浩君 

1.開会点鐘            菊池初彦会長 

1.開会の挨拶            高野 亨君 

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           漆畑 義彦君 

1.卓話 「富士市シルバーセンターのご案内」 

  富士市シルバーセンター事務局長 渡邉 孝様 

            事務局次長 増田 務様 

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            仲澤昭夫君 

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 

 

3 月 Happy Birthday 
該当者なし 

２月例会報告 

在籍会員 13名 例会出席者 10名 スマイル基金 円 CS基金 円 

休会会員 １名 出席率 83％ スマイル累計 63,000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    名 

巻 頭 言 
                    岩辺富雄 

中学招待サッカーもコロナの流行に寄り三年振りの

開催と成りましたが、実際当日まで何が起こるか分から

ないので心を締めて皆で久し振りの大会を成功させた

いと思います。 

去年、一昨年と残念ながら中止となりましたワイズ招待

大会に参加できなかった、多くの今の高校 1・2年生には

この貴重な体験が出来ずに卒業していった、子供達には

非常に残念な事でした。又この学年は入学式も取りや

め、集団行動・部活も対外試合中止など、何かもやもや

とした気持ちで過ごした子供達も多かったのではない

かと思います。今回の中学生達も同じ様に抑圧された状

況の中で、中学生活をして来た子供達ですので思う存分

動き回り・今までの鬱憤を発散し心を晴れやかにしてや

る事が出来る大会に成ることを祈ります。そしてこの大

会運営をして下さる、サッカー協会・先生方には去年も

直前まで開催予定でしたが中止になり、この二年間コロ

ナに振り回され大変ご苦労様です、ワイズも出来る限り

協力させて頂きます。実は私の孫も富士中学校二年生に

居りまして、前回優勝したように成ればと、ひそかに思

っています。ただケガ人が出ない事を思って大会運営を

して行きたと思います。 
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メンバーの皆様には日頃からワイズ活動に御協力を

頂きまして、感謝申し上げます。 
先日 2 月 5 日（日）の環境美化標語の表彰式には早朝

より、各メンバーの皆様には、受付・接待・進行等に献

身的な協力を頂きまして、ありがとうございました。ま

たシルバー人材センターの方にも御協力を頂きました

お陰様で式典も無事に終了することができました。 

 また一週間後の 2月 12日（日）には寒い中、清掃活

動や6枚の新しい掲示板を設置することができました。

本当にご苦労様でした。タイトの一週間でしたが、ワイ

ズのメンバーの心が 1 つになったような気がします。

今後とも宜しくお願いします。私もあと 4 ヶ月頑張り

ます‼ 

   
富士クラブとしては初めての「公開例会」らしき 2月

例会を 2月 5日（日）朝 10時より開催しました。これ

には訳があり、例会の中に「環境美化標語」表彰式を組

み入れました。12 人の表彰者とその家族、美化標語募

集の関係者の皆様も例会場に同席していただき、富士

ワイズメンズクラブの例会の様子を見ていただき、少

しでもワイズメンズクラブを理解していただけました

ら将来の入会見込みメンバーに繋がることを願い公開

例会らしき例会を開催しました。但し例会そのものは

メインである表彰式に時間を割くことにより、一応、型

どうりに済ませました。（書記 増田） 

      

                  

誌上マイタイム    

高野 亨            

前略、私は今年の年男です。西暦 1963年生まれ、昭和

38年生まれです。60歳を迎えました。俗に言います還

暦です。年男なので干支はうさぎです。 

うさぎは童謡やことわざに多く引用されています。う

さぎを表す漢字もいくつかあります。 

兎、兔、卯です。詳しく調べますと動物のうさぎを表現

する場合は兎を使い、兔は俗字（正しい漢字を誤って使

われるうちに広く世の中に浸透してしまった漢字）で

す。卯は十二支の中のうさぎを表す意味であって動物

のうさぎを表す言葉では無い様です。 

兎は童謡では「ふるさと」に謡われ、ことわざの中には

多く使われています。 

例えば、兎の登り坂（得意分野で実力を発揮する事、ま

た条件に恵まれて物事が調子よく進む事）や兎の耳（隠

し事や人の知らない事件や噂などを巧みに聞き出す事、

また、その人）や二兎を追う者は一兎をも得ずの様に誰

もが意味を理解している有名なことわざもあります。 

卯年生まれの人の数は県内で 8万 6300人でした。十二

支の中ではとり年に次いで 2 番目に少ないそうです。

たまたま、卯年生まれは団塊の世代や団塊ジュニアと

呼ばれるベビーブームと重なっていないため、比較的

に少ないそうです。 

話しはとびますが、今年の NHK の大河ドラマは徳川家

康が主人公で織田信長も出演してます。信長は本能寺

の変で 50歳を迎えずに亡くなりました。天下布武に向

かった彼の生き様や家康が江戸幕府を開く迄の戦の連

続を思いますと、現代の私たちの平和な時代の 1 年・

10年・60年の有難さが身に染みて感じられます。また、

ロシアのウクライナへの理不尽な侵攻など同じ時代に

生きてる人でも、今まさに戦争をしてる人もいれば、還

暦祝いをしてる私もいる、この差はどう何でしょう

か？本当に、今の日本を築いてくれた先人に感謝いた

します。                  草々 

 

トルコ・シリア大地震緊急支援募金 
ワイズメンズクラブ国際協会東日本区理事  

佐藤 重良 

2月 6日、トルコ南部のシリア国境近くで発生したマ

グニチュード 7.8 の地震とその後の大きな地震でこれ

までに４万人以上が亡くなるなど、甚大な被害がでて

います。東日本区では、これについての日本 YMCA同盟

の募金に賛同、協力し、目標を 100 万円として 3月 25

日まで「トルコ・シリア大地震緊急支援募金」を実施し

ます。 

募金は現地生活物資支援、食料支援、建物調査、政策

提言等に用いられます。 

〈ゆうちょ銀行からの振り込み〉 

口座名 ワイズメンズクラブ国際協会東日本区 

口座番号 00110-0-362981 

〈他の銀行からの場合〉 

口座名 ワイズメンズクラブ国際協会東日本区 

ゆうちょ銀行 019支店 当座預金番号 0362981 



速報 
第 27回 

 富士ワイズメンズクラブ杯争奪 

      富士市中学生サッカー大会 
 

3月 4日・5日の 2日間、富士川河川敷サッカー場で開

催されました。試合結果は 

優 勝  吉原第一中学校 

準優勝  富士中学校 

三 位  大淵中学校 
 

大会詳細は 4月号に掲載予定です 
 

 
ワイズメンバーと生徒たちのテント張り 

     
富士山も応援しています    

 
大会本部は YMCA のテントの中です。 

（ユース委員長 仁藤斎浩） 

使用済み切手報告 
BF委員長 岩辺富雄 

 

BF 委員長の岩辺です。皆様のご協力で多くの使用済み

切手が集まりました。ありがとうございました。 

3 月 4 日の次期会長部長研修会の会場に持参しました。 

合計 4.06Kgでした。 

 
メンバーの善意がこもった使用済み切手です 

 

菊池初彦   900ｇ 

河合重三   810ｇ 

小澤嘉道   810ｇ 

吉澤廣美   360ｇ 

増田 隆   280ｇ 

金井 淳   280ｇ 

井上暉英   200ｇ 

漆畑義彦   150ｇ 

樫村好夫   120ｇ 

鈴木靖巳   100ｇ 

仲澤昭夫   50ｇ 
 

合計 4,060ｇでした。 

ありがとうございました。 
 

    



環境美化標語選出・看板設置の報告 

CS事業委員長 金井 淳 

 11月より市役所通りの環境美化標語の看板を更新す

るにあたって、新しい環境美化標語の募集、2月 5日の

表彰式、そして、2 月 12日の看板の設置作業に様々ご

協力いただきありがとうございました。 
約 120 点の応募の中から、小学生の部 1 名、中学生の

部 8名、高校生以上の一般の部 3名が選出され、12 個

の標語が市役所通りに掲げられています。 

日頃から富士市の海岸清掃や市役所通りの清掃など、

私たちの住む町をきれいに、そして、地球環境を守るこ

とを私たちワイズは行っています。 

標語を掲げてそれで終わりではなく、これをきっかに

実際に行動に移すということが、SDGs を実現するため

に必要です。 

標語の選考委員を担っていただいた柿島由和先生が「0

から 1 を生み出すのは 1 から 2 にするより難しい」と

いう言葉を紹介されました。 

道端に落ちている小さなゴミ一つでも拾うことで、こ

れが地域や世界に広がれば大きなものへとつながって

いきます。 

ワイズメンズクラブだけでなく、YMCA はじめ多くの

方々と協力し、SDGs 実現のための取り組みを続けてい

きます。 

2022-2023年度 

次期会長・部役員ワークショップ開催 
増田 隆 

3月 4日（土）5日（日）東山荘において次期会長・部

役員研修会が開催されました。富士クラブからは吉澤

廣美次期会長と増田隆次期富士山部会員増強事業主査

の 2 名が参加しました。お互い何回もこの研修会には

参加していますが、参加してみると、顔なじみの仲間も

いますが、新しい参加者を見ると何年か前に自分もこ

の場所にいて、一体今からどのような研修が始まるの

かと期待と不安が入り交ったある意味清々しい気持ち

だったことを思い出します。朝早くからサッカー大会

に参加し、午後からの研修は流石眠気に勝てずついコ

ックリとしてしまいました。しかし懇親会は元気にな

り各クラブの皆様と親睦を深め、私と吉澤ワイズは明

日サッカー大会があるので後ろ髪を引かれる思いで帰

路につきました。 

 

 
懇親会開始です。ワイズメンズクラブ 乾杯！ 

2023-2024年度 富士山部役員体制 
部長          榎本 博       伊東 

次期部長        相磯 優子      沼津 

直前部長        前原 末子     御殿場 

地域奉仕・Y サ事業主査 池田 直文      熱海 

会員増強事業主査    増田 隆       富士 

国際・交流事業主査   野田 進       熱海 

ユース事業主査     山本 昭宏     富士宮 

部書記         金子 正樹      伊東 

部会計         杉本 孝雄      伊東 

メネット連絡員     青木 優子      熱海 

（会長） 

熱海  村上 達也     沼津  植野 昌孝 

伊東  稲葉 富士憲    三島  岡田 美喜子 

下田  長田 俊児     熱海 G 小野田 政宏 

御殿場 小野 麻利子    富士  吉澤 廣美 

富士宮 山本 昭宏 

 
いつも元気な研修会参加者の皆さん。 

 

 

 

 

富士山 YMCA 金井 淳 

この度、腐食が進んでいたメインホールのウッドデ

ッキがリニューアルします。雄大な富士山と駿河湾の

絶景を一望できるテラスが生まれ変わります。3月中旬

に完成予定です。おしゃれで機能性の高いアウトドア

用品のブランド「PEACEPARK」とのコラボレーションで

提供いただいたアウトドアチェアを持ち込んで、富士

山 YMCAの大自然をお楽しみください。 

 

 
リニューアルした富士山 YMCA のウッドデッキ                       

富士山ＹＭＣＡだより 


