
国際会長主題   ともに、光の中を歩もう 

アジア会長主題  ワイズ運動を尊重しよう 

東日本区理事主題 広げようワイズの仲間 

富士山部長主題 活き活き仲良し富士山倶楽部 

富士会長主題   豊かな心で楽しい活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*富士クラブ 10月例会  

日時  2017年 10月 11日（水） 18：30～ 

場所  ホテルグランド富士 

受付     小林 徹君  高野 徹君 

司会            小澤嘉道君 

1.開会点鐘        漆畑義彦会長 

1.開会の辞         仲澤昭夫君 

1.ワイズソング、ワイズの信条  司会 

1.区理事・部長・会長主題の唱和 司会 

1.会長挨拶        漆畑義彦会長 

1.ゲスト、ビジター紹介  漆畑義彦会長 

1.食前の感謝        金井 淳君 

1.マイタイムアワー 

1.富士クラブ 30周年記念事業計画結果報告 

1.誕生日 

1.各委員会報告 

1.書記、会計、事務局報告 

1.出席率・スマイル報告 

1.閉会の辞         小林 徹君 

閉会点鐘         漆畑義彦会長 

誕生日 岩辺富雄君 10.15 

次田升勇君 10.25 

菊池初彦君 10.20 

 

在籍数 ２０名 出席数 １4名 スマイル 14,000円 ＣＳ基金 1404円 

功労者 １名 出席率 73.7％ 同上累計 49,000円 同上累計 1771円 

連絡主事 １名 ゲスト 6名     

第３０期クラブ役員 

会長 漆畑 義彦  書記 高野  亨 

A副 増田  隆   会計 小澤 嘉道 

B副 小林  徹   監事 樫村 好夫 

監事 仲澤 昭夫 

巻 頭 言    岩辺富雄 

先日、突然の衆議院解散の出来事が有り、

おやっと思った事が有りました。この所、森

友問題・加計疑惑・築地移転問題などそして

政務活動費等の不正利用などで議員が辞めて

行く事も多々有りました。そして身近な処で

先日、新幹線の乗客が天候不順の為かも知れ

ないが時間の正確さを誇る新幹線だから、余

分なお金を払い利用している。こんなに遅れ

ては大変困る、と駅員にヒドク文句を言って

居るのを見ました。又、バスが時間に成って

も来なく、もっと運行時間を守るようにと、

良い年のお爺様が運転手にスッテッキを振り

上げて文句を言って居る処も有りました。 

上に立つ者・利用者で優位に立つ者等自分

の優位さの立場を良い事にして、周りの迷惑

など考えずにやりたい放題の事を行った後、

その事に対しての問題が起こった時物事をう

やむやにし、誰も知らなかった、自分は決定

する立場には居なかったなどと言い逃れを

し、重要な案件を何時、誰が決めたかうやむ

やにし分からない様に成って居ます。その様

な事をやって最後には責任を取らず何時の間

にか闇に閉ざされてしまう問題。 

 その様な風潮は誠実にやっている人の精気 

（次ページに続く） 
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を損なってしまいます、社会全体が衰退してし

まうのでは無いかと思います。やはり明るく、

生き生とやり甲斐の有る社会にして行くには、

リーダーが弱い立場の人の事を考え、自分の立

場も理解し責任を果たし、皆の希望に応えて行

く事が大事です 

ノーベル賞受賞者の山中伸弥さんは「うまく

行った時はおかげさま、うまく行かなかった時

は身から出た錆」と言っております。私も少し

だけでもその様な人に近づいて行きたいと思い

ます 

 

誌上マイタイム 

30年目のひとり言    鈴木靖巳 

クラブ３０周年を迎えるについて設立当初を

振り返ってみると少しは面識のあるメンバーが

いてのワイズ活動は役員の方々に右倣えで、誰

もがワイズとはこういうものなのかと置いてき

ぼりにならないようにとにかく参加し、活動し

たように思い出されます。そして終わった後は

楽しくアルコールを肴に反省会をしたと記憶し

ています。何となく楽しい輪が出来ていった様

な気がします。肴はあぶったイカがいいと唄に

も歌われています。誹謗中傷は肴には美味しく

ありません。これからも「あぶったイカ」で飲

み明かしたいものです。 

30 年も経つとメンバーにも苔が生えクラブ

の組織運営もある程度レールができ、その中で

5 か条の信条を背負って何となく活動している

ように思うのは私ひとりでしょうか？わくわく

した満足感はありません。メンバー各々に年齢

差またワイズ歴差があり、クラブ一丸となって

行動することは建て前では解っていても本音で

は無理が感ぜられるように思われます。 

30 年目と云う節目を迎えて会員増強につい

てクラブ内の増員ではなく、例えば、子クラブ

とか親クラブと云う概念を棄てて 40 台～50 代

のメンバー構成のクラブ設立をサポートしてい

く委員会を立ち上げてみるのもいかがなもので

しょうか？そこでこの計画は単年度のものでは

なくする為、会長役員、委員長は 3年任期でお

願いし、思いを込めて活動してみたらどうでし

ょうか？ 

前へ出ることが苦手な私が 30 周年記念例会

実行委員長に指名され、困惑しておりましたが、

とにかく毎水曜日を 30 周年記念例会実行委員

会としましょうと或るメンバーに提案していた

だき、毎水曜日に検討討議し、時には語らい、

反省会と重ねていくうちに参画メンバーのおか

げで今では少しずつ形が見えてきました。 

地道に継続していけば必ず実をむすぶではな

いでしょうか。大輪の咲く実を探す委員会を立

ち上げてみるのもいかがなものでしょうか？ 

 

9月役員会報告     書記 高野亨 

2017年 9月 20日 9月役員会 

① 2017年 9月 24日の富士山部会へは富士クラ

ブより 7名登録です、 

当日は AM11：30に樫村ワイズ駐車場にて集

合・出発です。 

② 富士山部会で富士クラブ 30周年の第 2報チ

ラシを配布する。 

③ 2017年 11月 15日の YMCA東山荘チャリティ

ーゴルフに富士クラブより 4 名参加予定で

す、11 月 16 日には同様に YMCA ゴルフに参

加された京都エイブルクラブのメンバー2

名と朝霧ジャンボリーゴルフ場での親睦ゴ

ルフに富士より 2名が参加予定です。 

④ 2017 年 10 月 15 日の富士市福祉まつりへの

出店は綿菓子とバザー用品販売です。御苦労

様会はロゼにて 16：30より 30周年の料理試

食を兼ねて行います。 

 

9 月例会報告 ブリテン委員長 吉澤廣美 

漆畑会長あいさつ 会社もクラブ活動も神輿

（みこし）と同じで目標に向かって一生懸命に

進む、30周年記念もそうである。自覚を持って

汗を流しましょうと結んだ。 

今回の例会には見学者、鈴木武彦さんが増田

隆君の紹介で見えられました。増田君とは同じ

町内会で夏祭りや防災などで行動を共にされ、

ワイズ例会に呼びたいと思っていたそうです。 

今回のメインイベントは「みどり音楽工房」

代表、田中みどりさんの電子ピアノを弾きなが

らの歌で、“見上げてごらん 夜の星を”“ハ

ナミズキ”“涙そうそう”“瀬戸の花嫁”など、

思わず口ずさむ曲が多く、私達世代にはピッタ

リでした。終了後にはオリジナル CDを買い求め

るメンバーも多かったです。 

30 周年記念委員長 記念講演は東海サッカ

ー協会副会長及び静岡県サッカー協会会長の高

田稔氏に決まりました。30周年告知チラシ第 2

報を作成し、富士山部部会でアピールする。 

田中みどりさんの歌声の余韻を残し、9 月例

会終了となりました。 



富士山ＹＭＣＡ便り 

富士山ＹＭＣＡ 

グローバル・エコ・ヴィレッジ

金井淳 

いつも富士山ＹＭＣＡを支えてくださりあり

がとうございます。富士山ＹＭＣＡの一番の繁

忙期である夏を終え、青々とした草原から、少

しずつススキが目立ち、秋から冬へと移り変わ

ろうとしています。その繁忙期の７月～８月は、

日帰り利用者・宿泊利用者あわせて、夏休みの

横浜ＹＭＣＡ主催の幼児～高校生、家族対象の

キャンプも含め、１，８６５名のお客様にご利

用いただきました。 

さて、９月の例会でもお話しさせていただき

ましたが、最近、ロケ・ＣＭ撮影での使用が増

えてきております。最近ですと、岡田准一さん

主演の映画「関ヶ原」の合戦シーンの撮影で使

用されました。甲冑を着て、火縄銃を持ったエ

キストラの方々が事務所の周りで待機している

のは印象的でした。 

また、３月頃放映予定のアニメ「ゆるキャン

△」にも富士山ＹＭＣＡで、テントでキャンプ

をするシーンが放映されます。現在連載中の同

名漫画にも登場し、７月に単行本が発行されて

以降、徐々にその情報がインターネットで広ま

り、毎週末テントでキャンプをされる方で賑わ

っています。例年ですと、気温の低下とともに、

テントでご宿泊のお客様は減少していく傾向で

すが、今年は冬もお客様が途切れなさそうです。 

１０周年記念事業の目玉、新研修棟の建設が

９月から始まりました。１月に完成予定です。

会議などで多目的に使用できますので、皆様を

お招きして、例会を富士山ＹＭＣＡで開催とい

う“野望”を胸に、完成を楽しみにしたいと思

います。引き続き、建設募金も受け付けており

ますので、皆様のご協力をどうぞよろしくお願

い申し上げます。 

漆畑会長より田中みどりさんに謝礼（9月例会） 

 

富士山部部会 9/24（日）ＫＫＲホテル 

 

表彰を発表する増田隆直前富士山部長 

 

前年度富士山部三役に感謝状贈呈 

富士クラブ３０周年のＰＲ 

メネットの参加の音楽会（9月例会） 



 


