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〈2016年６月 富士クラブ例会〉

1.

1.ワイズソング、ワイズの信条

日　時 ６月８日(水) PM6:30～

場　所 ホテルグランド富士

受　付 岩辺富雄君・矢部愼一君

司　会 菊池初彦君

河合重三会長1.開会点鐘

1.開会の辞 仲澤昭夫君

鈴木靖巳君1.閉会の辞

1.委員会報告

1.役員引継ぎ

1.出席率・スマイル基金報告

1.誕生日・結婚記念日

1.会長挨拶 河合重三会長

1.食前の感謝 次田升男君

河合重三会長1.閉会点鐘

河合重三会長

1.監事・書記・会計・事務局報告

在　籍　者　　 20名 ゲ　ス　ト　　  1名

例会出席者　　 13名 ビ ジタ ー　　   名

メ ネッ ト　　   名

コ メッ ト　　   名

総 出席 者　　 14名出　席　率   　65％

６.５　増田　　隆・須美子夫妻

【６月結婚記念日】

６.29　増田　　隆
６.30　仲澤　昭夫

【６月誕生日】

　先月例会は卓話者がなく急遽全員

のマイタイムアワーとなった。何を

話したら好いか迷ったが今読んでい

る本の内容が大正時代の浅草六区の

カフェーや女給を扱っていたので当

時時代の先端を行っていた女給の話

を敷衍し、安倍首相の言う「女性が輝

いて働く社会の実現」を横取りして

標題の話をした。その昔奈良時代に

輝いていた女性は宮中の女官で特に

縣犬養三千代は藤原不比等の誘いに

乗って夫と子供を捨てて彼の後妻に

なった。彼は天皇の外祖父となる野

望のもとに三千代を利用したのだ。

三千代の生んだ娘は皇子の妃となり

皇子は即位して聖武天皇となり娘は

皇后の地位に上り詰めた。こうして

三千代は朝廷に大きな影響を及ぼした。

平安時代には中宮の女房としてその

才覚、機転、文才をフルに発揮した紫

式部、清少納言、和泉式部他数々の女

性がいた。平安も末期になると白拍

子と称する祇王祇女、仏御前が平清

盛をとりこにした。戦国末期から江

戸初期にかけて出雲の阿国が意表を

突く若衆姿と天性の美貌、あやしい

色香を漂わせて謡い踊った。それが「歌

舞伎踊り」と称され、現代に続く歌舞

伎の原点となった。さらに江戸時代

には美女で教養あふれる吉野太夫や

高尾太夫が江戸文化の担い手となる。

（次ページにつづく）

仲　澤　昭　夫熱海ＹＭＣＡ運営委員



　５月例会がホテルグランド富士に於いて定刻より開

催されました。吉澤ワイズの司会によりプログラムが進

行し、河合会長の開会点鐘に続き、高野ワイズの開会の辞、

ワイズソング、ワイズの信条、理事、部長会長の主題の唱

和の後、河合会長の挨拶がありました。小林ワイズの食

前の感謝で一同食事となりました。本日の食事はいつも

と違う一段上の食事で７月の初例会にこのメニューが

どうかということでした。値段も一段上だけあって悪く

はありませんでした。食後はマイタイムアワー。今回は

井上、菊池、樫村好、樫村弘、小林、吉澤、増田、漆畑、岩辺、

高野、仲澤、そしてゲストの市川さんの12名が３分位で

スピーチを行いました。久しぶりのマイタイムアワーで

したが新鮮味があり非常に聴きごたえのあるものでした。

今回特に目立ったのは、自分の仕事のことが多く、まだ

まだ現役で頑張っているなと感じ次回のマイタイムア

ワーが楽しみになりました。誕生日のお祝いは吉澤ワイ

ズと小澤ワイズでした。監事、書記、会計、各委員長から

それぞれ報告がありました。本日のスマイル基金、ＣＳ

基金報告があり、河合会長の閉会点鐘で５月例会は終了

しました。

《例会出席者》

　井上、岩辺、漆畑、河合、樫村好、樫村弘、菊池、小林、

　鈴木靖、高野、仲澤、増田、吉澤、市川（ゲスト）

　５月29日御殿場クラブ30周年記念例会の席上、東山荘

堀口所長に富士クラブを代表して樫村ワイズが20万円

を贈呈しました。

　2015～2016年の富士クラブ会長を務めましたが、右脚

不自由につき文字通り会員をはじめ、皆様に支えていた

だき感謝、感謝の連続でした。富士クラブは７月の市長施

政方針にはじまり、９月の納涼家族会でチビッ子から元

気をもらい、引き続きユースボランティアリーダーズフ

ォーラムに見学参加いたしました。秋の「ふくしまつり」

に参加後クリスマス例会で再びコメットから元気をもら

いました。

　11月には伊東クラブ40周年、12月には富士山女子駅伝

のお手伝いをしました。２月には富士宮クラブの20周年

がありお祝いをしました。３月には富士ワイズメンズク

ラブ杯争奪富士市中学生招待サッカー大会が開かれ、５

月には御殿場クラブ30周年がありお祝いしました。６月

初めには東日本区大会長野大会があり大いに盛り上がり

ました。冒頭申しました通り何も出来ず申し訳ありませ

んでした。

会長　河　合　重　三

この一年

幕末尊王攘夷が吹き荒れるころからご一新後は芸者がそ

の地位を独占、幾松は幕末維新の三傑桂小五郎（木戸孝允）

の恋人で明治になって正妻木戸松子となる。そして大正

デモクラシーから昭和の初期にはかく謂うカフェーの女

給が花形となる。赤坂溜池のカフェーフロリダは歴史に

その名を遺す。その後は映画女優が時代の寵児となり、栗

島すみ子、川崎弘子、そして頂点の原節子が登場する。原

が演じる女性像はあるべき日本の婦女子の姿であった。

昭和の後半はアイドルだ。キャンディーズや聖子ちゃんと、

あとは有象無象に出現した。ここまで話して次代の輝く

女性は政界で頭角を現すだろうと結んで話を終わりにした。

だがしかし後で考えるとこのリストアップには漏れが多

いことに気が付いた。まず奈良時代の180年間では15人の

天皇のうち過半数の８名が女帝で政界のトップは実現済

みだし、また平安時代初期の民衆の生活実態を記した「日

本霊異記」に詳しく載っている話だが、妻が高利貸しをや

っていたり、地方の豪農クラスの家では妻が夫と対等に

近い関係で家人を使い農業経営を行っていたなどと、女

性の地位が高かったことが伺える。高利貸しといえば日

野富子を思い出す。頼りにならない夫を当てにせずなり

振り構わぬ蓄財ぶりはわが子を９代将軍にするためとは

謂えはた迷惑なことで、応仁の乱の原因の一つになって

いる。板額、巴御前は怪力無双で武将たる夫を助け、静御

前は囚われの身になりながら頼朝の前で美しく舞い歌っ

て義経を追慕し聞く者の泪を誘った。美しいと云えば江

戸時代の浮世絵師鈴木晴信による美人画のモデルの笠森

お千は錦絵のトップになった、現代でも宝塚少女歌劇団

への乙女達の競争率は驚異的な数字だ。小夜福子、鳳蘭な

ど現役の舞台もさり乍ら卒団後の女優業がさらに麗しい。

まだまだ詳しく調べればその時代に輝いた女性は沢山居

たであろうが、紙面が尽きたのでこの辺で終わりにする。

東山荘100年基金贈呈東山荘100年基金贈呈東山荘100年基金贈呈

誕生日の吉澤ワイズ　おめでとうございます

堀口所長と樫村ワイズ



　ＢＦはBrotherhood Fundの略称で、使用済み切手を

集めて換金し、メンバーの国際交流の資金を創る国際

事業です。資金集めの方法としては、使用済み郵便切

手を集める方法と現金による方法があります。又、こ

の資金の使途を決めるＢＦ使途委員会（BF Expendi-

ture Committee）が国債に設けられています。ＢＦ代

表とは、国際から旅費を支給されて、他地域を訪問す

る代表者のことで、前年度のＢＦ拠出実績に応じてＢ

Ｆ使途委員会が次年度のＢＦ代表枠（どの地域からど

の地域へ何人）を決めて公募します。ＢＦ代表にはフ

ルグラント（全額補助）とパーシャルグラント（一部

補助）の２種類があります。フルグラントは少なくと

も３週間、訪問先のＴＣ（トラベルコーディネーター）

の作る旅程によって各クラブ等を訪問します。帰国後

は多くのクラブの例会に出席して体験を広めます。毎

年９月ごろに、理事通信、国際・交流事業主任通信な

どを通じて応募の告示があります。なおＢＦ代表に応

募するには、その所属するクラブのＢＦ拠出金額が規

定（ひとり５ドル）以上なくてはなりません。毎年、

区大会に合わせて海外からＢＦ代表が日本に来ます。

各クラブにおいてＢＦ代表が訪れた場合はこれを歓迎

すると共に多くの会員が友情交換の機会が持てるよう

なプログラムを考えてみたらいかがでしょうか。

　使用済み切手の集め方として切手の切り方は回りを

５㎜程の余白をつけて切り取ります。分類は日本切手

と外国切手を分けて部の国際・交流事業主査に送ります。

ちなみに国内切手は１㎏ 600 円、外国切手は１㎏ 

1,000円です。（2015年現在）

《今年度富士クラブの集計》

　１.井上ワイズ　1,680g　　７.吉澤ワイズ　  130g

　２.菊池ワイズ　1,450g　　８.河合ワイズ　　100g

　３.小澤ワイズ　1,200g　　９.鈴木ワイズ　　 80g

　４.矢部ワイズ　　790g　　10.漆畑ワイズ　　 50g

　５.樫村ワイズ　　460g　　11.高野ワイズ　　 40g

　６.増田ワイズ　　220g　　その他２名分　　　90g

　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計　6,290g
　

　「（仮）石巻広域ワイズメンズクラブ」が４月

２日に設立総会を開催し、５月28日にチャー

ターナイトを盛大に挙行、東日本区61番目の

新クラブが誕生しました。

　また５月22日に「（仮）東京多摩みなみワイ

ズメンズクラブ」の設立総会が開催されました。

チャーターナイトは７月17日です。東日本区

62番目の新クラブ誕生（予定）です。

　２クラブのご活躍をお祈りいたします。本当

におめでとうございます。

　ゴールデンウイーク明けの５月８日、富士山ＹＭＣＡ「大

感謝祭」は今年で９回目を迎えました。今年も天候に恵

まれ多くの家族連れで広い草原がいっぱいになりました。

オープニングは毎年恒例となった「白糸・原文殊太鼓保

存会」の勇壮な和太鼓でオープニングを盛り上げました。

次のステージは「チアーズファクトリー」の華やかなチ

アダンスが披露されました。そしてチャリティービンゴ

でステージは一気に盛り上がりました。目を草原に向け

ると、楽しさいっぱいの草原体験プログラムが目白押し。

斜面ではマウンテンボード、マウンテンバイク、スケー

トボード、スクートなど子供たちの歓声が絶えませんで

した。

　また、８輪駆動車ＡＲＧＯで凸凹道を走破する体験乗

車や、トラクター幌バスや馬に乗って草原の風を満喫し

ていました。富士クラブは例年のように子供たちが作る

綿菓子で１日中盛況でした。何はともあれ事故もなく天

気も最高で清々しい１日でした。参加されたメンバーの

みな様、ありがとうございました。

子供たちを乗せて草原を走るトラクター幌バス

子供たちで広い草原も
いっぱいになりました

富士クラブは綿菓子
で出店しました

ＢＦ・ＥＦ事業委員会委員長　菊　池　初　彦　４Ｐ、ＹＭＣＡ　ＮＥＷＳの「盛岡ＹＭＣＡ宮古ボラ
ンティアセンター４月報告書」の記事の軽トラックです。
東日本大震災の支援として富士クラブの増田ワイズが
2011年に盛岡ＹＭＣＡに寄贈し宮古ボランティアセン
ターで活躍してい
ましたが高年式に
は勝てずこの５月
で大役を終了しま
した。写真は宮古ボ
ランティアセンタ
ーで活躍していた「富
士山ナンバー」の軽
トラックです。



５月役員会報告５月役員会報告５月役員会報告

①日向真一ワイズの退会届の受理を承認いたしました。

②河合重三ワイズの功労会員への変更の申し出があ

り受理承認されました。

③５月22日の第３回富士山部役員会・評議会は富士

クラブホストでロゼ会議室で行われます。メンバ

ーは12時集合です。

④５月29日の御殿場クラブ30周年には９名登録です。

（当日、東山荘100周年募金に20万円寄付承認済）

⑤６月４日・５日の第19回東日本区大会は９名の登

録です。

⑥次期富士クラブの年会費の削減に取り組む事が確

認されました。ブリテン作成用のプリンターを購

入し事務局で毎月第１水曜日に委員長及び３役・

有志で作成する案がでました。継続審議いたします。

⑦関連事項ですが星光印刷さんへのブリテン依頼・

ウエブ・ドメイン等は今期で終了が承認されました。

また、次期よりスマイルは本会計へ、プリンター

購入費は今期に基金より捻出してそろえる事も承

認されました。

　長い間富士クラブのメンバーや全国

のワイズメンのみな様に愛読していた

だきました富士ワイズメンズクラブの

「ブリテン」は今月号が最後となりま

す。来月からは様式を一新します。時

代といえばそれまでですが、これもク

ラブ存続の一つとしてとった措置です

が本当に残念です。今までこのブリテ

ンを支えてくださいました関係者のみ

な様、特に星光印刷の社長様はじめ社

員の皆様には長い間ご親切にありがと

うございました。やはりブリテンはそ

のクラブの顔ではないでしょうか。ま

たいつの日か復活する日が来る事を期

待して、新しい様式のブリテン創りに

まい進します。メンバーのみな様の絶

大なご協力をお願いします。

2015年度　ブリテン委員長　増田　隆

◇各クラブ事業報告

富士クラブ（４月９・10日）

京都エイブルクラブとの交歓会　朝霧エコビレッジで

ＤＢＣ締結20周年記念植樹　同施設での奉仕作業

海鮮大バーベキュー大会　夜遅くまでの宴会

翌日白糸の滝見物（偶然富士宮クラブ主催の流鏑馬祭り

に遭遇）

田子の浦海浜公園見学後しらす丼を賞味して解散

５月８日

　朝霧エコビレッジ第９回感謝祭に参加　綿菓子を販売

◇熱海ＹＭＣＡ総会

５月14日

2015年度事業報告、収支会計報告、監査報告

2016年度事業計画案、収支予算案、理事運営委員改選案な

ど承認される。退任委員に感謝状贈呈があり、熱海ＹＭＣ

Ａ合唱団　「花柚」「鼓勇」の歌声発表会があった

ＣＳ
基金報告
ＣＳ
基金報告
ＣＳ
基金報告

熱海ＹＭＣＡ運営委員　仲　澤　昭　夫

富士山ＹＭＣＡだより
　先月、５月８日の富士山ＹＭＣＡ「大感謝祭」にお越しい

ただき、また、様々なご支援ありがとうございました。収益

金90,522円は東日本大震災および先日起きました熊本地

震の緊急支援募金とさせていただきます。さて、同じく５

月19日には富士山ＹＭＣＡは開設から９周年を迎えました。

開設当初からのご支援、ご協力に感謝申し上げます。来年

の10周年に向けて、現在様々な準備を進めております。皆

様に様々なお願いを申し上げることもあるかと思いますが、

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。　（金井　淳）

盛岡ＹＭＣＡ
宮古ボランティアセンター

書記　高　野　　　亨

４月報告書

　2011年　富士ワイズメンズクラブからお贈り頂いた軽ト

ラック。５年間にわたり大活躍でしたが、老朽化のために廃

車となります。仮設の引っ越し、屋台、餅つきなどなど。「花

トラック」として、お花を運んだこともありました。５年間

有難う！

　今月中旬より、２代目軽

トラが活躍しています。


