
国際会長主題   私たちは変えられる 

アジア会長主題  アクション 

東日本区理事主題 為せば、成る 

富士山部長主題 生き活き！ワクワク！仲間と共に！ 

富士会長主題 笑顔と感謝で奉仕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*富士クラブ 10 月例会 

日時  2018年 10月 10日（水） 18：30～ 

場所  ホテルグランド富士 

 富士市平垣本町 8-1 TEL0545-61-0360 

受付      鈴木靖巳君 菊池初彦君 

司会            高野 亨君 

1.開会点鐘         増田隆会長 

1.開会の辞         漆畑義彦君 

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  増田 隆会長 

1.ゲスト、ビジター紹介  増田 隆会長 

1.食前の感謝        小澤嘉道君 

1.卓話 マイタイムアワー 

1.誕生日 

1.委員会報告 

1.監事、書記、会計、事務局報告 

1.出席率・スマイル報告 

1.閉会の辞         樫村好夫君 

1.閉会点鍾        増田 隆会長 

※10月誕生日 10/15 岩辺富雄君 

10/20 菊池初彦君 

 10/25 次田升勇君 

9月富士・富士宮クラブ納涼例会 

在籍数 16名 出席数 11名 スマイル 12,000円 ＣＳ基金 1,376円 

功労会員 １名 出席率 73.3％ 同上累計 73,000円 同上累計 5,364円 

連絡主事 １名 ゲスト 名 ビジター 5名 計 16名  

第３1 期クラブ役員 

会長 増田 隆  書記 井上 暉英 

A副 吉澤 廣美 会計 菊池 初彦 

B副 高野 亨   監事 漆畑 義彦 

監事 樫村 好夫 

巻 頭 言                          

幸せについて     小澤 嘉道 

今年に入り、親しい方が病気で亡くなる事がつ

づいた。死因は癌。確か数年前にもこんな年があ

った。  

3年ほど前から「食欲がなく喉の通りがこの頃

悪い。」とこぼす取引業者の１人。「病院に行っ

て診察を受けた方がいいじゃないの？」「病院は

きらいだし、俺はいつ死んだっていいんだよ！」

なんて言葉が返る。何度もみんなで言うも耳を貸

さない。昨年の７月頃には体重が 12 キロも減っ

てしまいさすがに渋々と長泉の病院へ行った。診

察結果はどこの病院に行っても手術は出来ない

との診断だった。ムードメーカーで人望が厚く男

気のある彼は、仕事は忙しく宣告された後も休む

暇も無く働き、入退院を繰返しながら亡くなる 3

週間ほど前まで現場に出ていた。気丈に生き、最

後まで癌と闘った 5６歳でした。 

昨年まで何度か一緒にツーリングに出かけた

施主さんの若旦那、２年前皮膚癌の手術を受け

た。結果は良いように思われました。ところが、

今年の６月に入ると様態が急変した。腫瘍がリン

パや骨までにも転移しまった。若いひとは進むの

が早いとよく言われますが、本当の事なんだなと

改めて実感した。     （次ページに続く） 
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入院前の連絡「もう退院出来ないかもしれませ

ん。」建物完成まで何とか頑張ってください。

と毎朝神棚に祈りましたが、受信メールから

２か月後亡くなってしまいました。頑張ると

約束したのに…。 

 また、工事完成を見ずしてなくなってしま

った 67歳の施主様など、たて続けにつづき、

完成を見せてあげる事が出来ず申し訳なかっ

たという気持ちで、少し落ち込んだ時期があ

りました。皆、仕事、家賃収入などあり、こ

れからの人生を楽しめただろうに…。 

 このような事もあり、今までは考えた事す

らなかった幸せについてふと考えるようにな

りました。私の思う幸せ、まずは家族が健康

である事。次に仲が良い事。後はたまには美

味しい物が食べられる事。これくらいかな？ 

みなさんはどんな時に幸せを感じますか。 

9 月役員会報告     書記 井上暉英 

出席者 増田会長 岩辺 漆畑 小澤 樫村 

鈴木靖巳 高野 仲澤 吉澤 井上  

報告事項 

１ 富士山部部会参加者報告 

 ９月３０日 ウエルサンピア １１時より

開催の部会は現在６名の予定。その後 12/1

に変更 

討議事項  

１ 富士市福祉祭りについて 

 10 月 21 日開催の福祉祭りは綿かしの販売

をおこないます。 当日参加者は 8時ごろ

ロゼ北側の駐車場に集合してください。細

部については岩辺担当より報告あります。                             

２ 第２４回東海地区特別支援学佼知的障害

教育サツカー大会への協力依頼が、富士養

護の佐藤先生よりあり、討議の決果、資金

面の協力で 10,000 円の支援を決定しまし

た。増田会長が当日大会場に持参予定。 

３ 富士市サツカー協会 50 周年祝賀会が 

11月 3日開催され討議の決果、祝儀として

10,000円持参、増田会長参加  

４ 鈴木親睦委員長より 11月 4日富士宮田

貫湖湖畔国民宿舎において懇親会を開催し

たいがどうか？の提案があり。まだ時間が

あるので ひき続き討議する。会費は１人

あたり 4,000～5,000円？？？ 

  9月例会報告 

今回、渡邉実帆富士山部部長の富士クラブ訪

問があり、富士山部部大会参加のお願いがあ

りました。卓話は御殿場クラブから前原末子

ワイズと 3名の女性ワイズが会員増強の話に

駆けつけてくれました。メンバー入会は「本

気で当たらないと成功しない、メンバーの本

気度が鍵」この言葉が印象に残りました。ま

さしくいろんな事を考えるあまり、本気度が

足りないと痛感しました。 

 

 

渡邉実帆富士山部部長 

 

 

会員増強の卓話に御殿場クラブから 4名の

女性ワイズが駆けつけてくれました 



誌上マイタイム      

最 近 本 物 の お と な 論 を 読 ん だ                 

漆畑 義彦 

このごろ、大人が少なくなっていると云わ

れるようになってきた。 

かっては、若いうちに大人になることができ

たが、中年になっても大人になれない人が 

少なくないという。大きな子供のまま老人に

なってはいないだろうか？ 

本物の大人は生活経験によって磨かれる。と

云う 

－自分のスタイルを持つのが大人である。    

－スタイルは人柄である。 

－考えながら喋るのが大人である。 

－ことばを包むのが大人である。 

－相手を大切にするのが大人である。 

－腰が低いのが大人である。 

－自分の頭で考えるのが大人である。 

－矛盾しているのが大人である。 

－日本人の『包む』文化  

日本の子供は月末になると、月謝を封筒

に入れて持ってくる。 

ところが、外国人はむき出しのお金を持

ってくる。 

日本人は金は包むものと思っている、見

舞いなどを現金で渡すことなどいくら非

常識でもしない。結婚祝いはかっては品

物を贈るのがならわしだったが同じもの

がダブったらこまるので、現金を渡すこ

とが多くなった。いくら乱暴でもハダカ

の金を出すことはない。香典は現金と決

まっているが新券は使わない新券はわざ

と折り目を付ける。 

袋は二重にして使う。それほど露骨にな

ることを恐れたのである。 

品物でもむき出しは禁物である。包んで

あるが故に奥床しくて、趣がある。 

言葉もしかり、 喧嘩すると言葉がむき

出しになる、ハダカの言葉は刺激が強す

ぎて危険である。敬語は言葉のたしなみ

である。言葉を慎む－それが大人である。 

熱海 YMCA理事運営委員会報告 

運営委員 仲澤昭夫  

1部 

1. 第 33 回英語スピーチコンテストの準備  

について 11月 24日（土） 起雲閣  9 

月 10 日参加申込書郵送、および訪問。   

27校予定 すでに 2校参加意向あり 

2. センター駐車場防水、舗装改修工事 7

月 27日完了。工事写真で確認。その後漏

水なし 

3. 移動理事会茨城 YMCA 訪問の件 10 月 4

日実施予定 マイクロバス，通行料込み

132,000円の予算承認 

4. その他  同盟より要請 熊本地震、他 2

か所へ災害見舞金 2 万円×４か所送金     

を全会一致で承認 

御殿場クラブ前原YSよりチャリティ落語

会の紹介あり。一枚３００円の収益金      

を西日本豪雨災害見舞金とする 

久保田理事より伊東キャンプ、参加者 183

名、市職員 3 名も参加。教育長と生       

涯学習課長の挨拶を貰う。無事盛会裏に

終了 

2部 

 BBQ 懇親会 青木義美（熱海クラブ）ご夫

妻の尽力で盛大に行われる。参加者 25

名、会費 2500円、500円 YMCAより補助。

20時 15分終了 

 

 

 

Havehhh 

 

 

 

 

 

ｈｈ  

 

第 38回市民福祉まつり参加 

であい ふれあい わかちあい 

～来て 見て 遊んで 参加して！～ 

10/21（日）ＡＭ9：30～ＰＭ3：00 

中央公園西側イベント広場 

 

富士クラブ “自分でつくる綿菓子” 

メンバーはＡＭ8：00集合 

ワイズキャップ、ジャンバー着用 


