
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・富士宮クラブ合同 1月例会  

日時  2018年 1月 10日（水） 18：30～ 

場所  ホテルグランド富士 

受付     小澤嘉道君  菊池初彦君 

司会            吉澤廣美君 

1.開会点鐘        漆畑義彦会長 

1.開会の辞         岩辺富雄君 

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  富士クラブ 漆畑義彦会長 

富士宮クラブ 山本昭宏会長 

1.ゲスト、ビジター紹介  漆畑義彦会長 

1.富士山部部長挨拶     加藤博部長 

1.食前の感謝・乾杯     樫村好夫君     君 

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      富士宮クラブ担当 

1.閉会点鐘        山本昭宏会長 

 

※1月誕生日 1/18 高野亨君 

 

 

在籍数 ２０名 出席数 11名 スマイル 10,000円 ＣＳ基金 0円 

功労者 １名 出席率 57.9％ 同上累計 70,000円 同上累計 2,916円 

連絡主事 １名 ゲスト 名 メネット 2名 コメット 1名 マゴメット 5名 計 19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                       

30 年 の 想 い   増 田 隆      

富士ワイズメンズクラブは 1988 年 5 月 25 日

に設立総会を開催し、同年９月 4 日のチャー

ターナイトで多くの先輩クラブの皆様のご協

力により、熱海グローリークラブをスポンサ

ークラブとして日本区 60 年目の節目の年に

101 番目のクラブとして誕生しました。特筆

すべきはこの年に京都に於いて国際大会が開

催され、国際会長から認証状を直接樫村好夫

初代会長に手渡されたことは今思えば、一地

方の誕生したばかりの小さなクラブでありな

がら、いきなり世界のワイズの仲間に加えら

れそして認められたことです。又、富士山部

としても 10番目（当時）のクラブとして迎え

ていただき、より良いクラブづくりのために

地域奉仕事業や青少年育成事業そしてクラブ

の親睦を図りながら会員増強にも励みまし

た。YMCAを持たないクラブとしてここまでや

ってこられたのも富士クラブの活動と YMCA

の活動の微妙なバランスの上にメンバーがそ

れなりにワイズ活動を理解し、それを実行し

てきたことが結果としてこれを証明できたこ

とだと感じます。 

（次ページに続く） 
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それが富士クラブの特徴である柔軟なワイズ活

動ですが、昨今の会員減少と高齢化が顕著に進

行してくると、活動が内向きになりがちですが、

あせらず地道な奉仕活動を前向きに展開してい

くことが今、求められていると思います。クラ

ブの使命達成には心豊かな人間性と社会奉仕の

精神で実践活動を行い、それにはメンバーの強

い連帯感で会員相互の交流を深め地域に密着し

た活動の中で新たな仲間づくりを着実に進めて

いくことが大切だと思います。本年度富士クラ

ブ創立 30周年を迎えるにあたり、新たな気持ち

で私たちのクラブを考え、そして活動、実行し

ていくことが 31 年目からの富士クラブに求め

られているのではないでしょうか。 

 

役員会（12/20）報告   書記 高野亨 

① 2018年 1月 14日（日）の第 2回富士山部役

員会・評議会に会長・副会長・書記・会計の

4名を登録しました。 

② 2018年 1月 10日の富士・富士宮クラブ合同

1月例会の登録費は￥4,000-と致します。 

③ 2017 年 12 月 30 日の富士山大学女子駅伝へ

のサポート参加者は 9名です。 

④ 1月役員会は通常の第 2水曜日から 2018年 1

月 19日（金）に変更となりました。 

 

求む！写真 

30 周年記念誌に掲載する写真を提供してくだ

さい 

○2008年 7月～現在までのワイズに関する写真 

○クラブ行事や世界大会、アジア大会、区大会、

京都エイブル訪問、その他 

○お借りする写真の裏に内容、撮影年月日とお

名前を記入してください 

平成 30年 2月 28日までにお願いします 

提出先は記念誌担当の増田までお願いします 

例会、役員会にお持ちください 

 

富士クラブ 30周年記念例会 

2018年 3月 24日（土） 14：00開会 

富士市文化会館（ロゼシアター） 

記念講演 東海サッカー協会会長 

静岡県サッカー協会副会長 

高田 稔 氏 

登録費  ￥8,000 

マイタイム 

組織の失敗 

      熱海ＹＭＣＡ運営委員 仲澤昭夫 

 東芝（粉飾決算）三菱自動車（カタログ燃費

詐称）東洋ゴム（免疫強度改ざん）などの問題

が記憶に新しいのに、また新たな一流企業の問

題が発覚した（日産、スバル、神戸製鋼、大手

ゼネコン４社らの不祥事だ）。昔、東京丸の内

に本社の有る一流会社は３０年もすると内部疲

労で保たないと言われた。私企業なら倒産して

も天下国家への影響はそれ程でもない。しかし

これが国家となると話は別だ。企業に寿命があ

るが如く国家にも寿命がある。アメリカと肩を

並べたソ連は１９１７年の革命以来７０数年で

崩壊、日本も明治維新以来終戦まで８０数年で

瓦解した。官僚、政党、更には国家組織の代表

たる軍部の腐敗が国を滅ぼした。ノモンハンで

大敗した陸軍（作戦参謀辻誠信）、ミッドウエ

ーで壊滅的打撃を受けた海軍（山本連合艦隊司

令長官や南雲中将達）誰も責任を取らなった。

失敗の原因とその対処という自浄能力が無い組

織は自滅するの例え通りである。この誰も責任

を取らない体質は戦後も遺伝子の如く日本の組

織の中に残存した。サリドマイド禍、キノホル

ム薬害、水俣病、薬害エイズにおける医療界、

特に大学の教授とそれと癒着した厚生省の高官

らの腐敗、その他防衛庁時代の備品調達の不祥

事、大蔵省官僚のノーパンシャブシャブ接待問

題と挙げれば枚挙に暇がない。教育界特に大学

の教授に於いては権威ある先生がパージされ下

の若手が成り上がったが、学識不足に加えて戦

後流行った進歩的？左翼思想に毒され、それに

教わった教師が全国に拡散した。其の結果が未

だにドグマを垂れ流して諸悪の根源となってい

る。今回の日本相撲協会の混乱も組織内の馴れ

合いあいだ（事件後なかった事にしょうという

動きがあったと聞く）。長年の横綱白鵬の品格

に悖る行為に理事長以下誰も責任を以て監督し

なかった。其のたびに警告、処分（これが為さ

れていない）して居たらその回数の多さで最終

的には今回の土俵際での驕り高ぶった所業で、

最も重い除籍追放に成る筈だ。（だが所詮騎馬

民族のＤＮＡを持つ人種に日本人の精神風土を

理解させる事自体が無理な話だが）。理事長以

下全員の理事を交代させ全く新しい体制（相撲

関係者を除いて他部門の識者で構成）で再出発

するのが可のではないか。 



12月クリスマス例会 12/13（水） 

 
ほぼ半期が過ぎました。  漆畑会長 

 

 
毎年、仲澤メネットが一人一人にプレゼントを

用意してくれます。ありがとうございます。 

 

 
富士クラブ恒例のワイズ麺ズタワー競争 

みんな一生懸命です 

 

 
マゴメットはプレゼントをもらって大喜び 

 

富士クラブ クリーン作戦 12/17（日） 

ロゼシアターから富士市役所先までに、20数年

前から富士クラブ作成の標語が 10 掲げられて

います。その汚れ落としと歩道のごみ、空き缶、

空き瓶拾い作業です。 

 
 

 

三島クラブ 40周年記念例会 12/2（土） 

 
子どもが描く「ふるさと三島」絵画コンクール

表彰式  三島の再発見が随所にみられました   

 
懇親会での三島大社まつりの御囃子披露 


