
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 2月例会 

日時  2019年 2月 13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 小澤嘉道君 

司会            菊池初彦君 

1.開会点鐘         増田隆会長 

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  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        井上暉英君 

1.卓話 富士市のお達者（健康寿命） 

について 保健師：新藤千津子様 

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         漆畑義彦君 

1.閉会点鍾        増田 隆会長 

2月誕生日 2/2漆畑義彦 2/10樫村好夫 

2/12鈴木一史 

1月例会 

在籍数 16名 出席数 12名 スマイル 13,000円 ＣＳ基金 0円 

功労会員 １名 出席率 80.0％ 同上累計 98,000円 同上累計 6,620円 

連絡主事 １名 ゲスト 名 ビジター 25名 計 37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 
                          

熱海 YMCA運営委員 仲澤昭夫 

 玄冬を過ぎて尐しは青春への萌（きざし）が伺

える時季となりましたが、まだまだ寒いようで

す。寒くなると思い出すのは、小さいころ養母が

２着のジャンパーを縫って呉れた事です。洋裁が

得意だった養母は、親父の着古したオーバーを幼

い兄弟の為に作り直した。しかし私はそれを着る

のが嫌だった。国防色（カーキ色）の上に型が他

の同級生が着ている物と大分違っていたし、見る

からに中古品然としていたからである。文句を言

うと親父に一発噛まされた。「馬鹿もん、漢（お

とこ）は見てくれではないーー」げんこつこそ飛

んでこなかったが、素直に着用している弟に比

べ、何やかやと煩（うるさい）私に厳命した。 

終戦後物のない時代、粗末な身装（みなり）は

当たり前で、サザエさんの漫画じゃないが泥棒や

押し売りや所の破落戸（ごろつき）は恰好からそ

れと判然と分かったが、あれから６０何年繊維革

命とでも言おうか世間全般が豊かになったのか、

泥棒でもアルマーニを身に着けている時代に外

見から人間を評価するのは至難の業だろう。 

例えばマリリンモンローを見た人はその美貌

や悩ましい衣装、更にはモンローウオークに度肝

を抜かれ、セクシー女優とランクずけした。➡ 
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だが彼女が映画界に入って「お熱いのがお好

き」で大ブレークするまでの数年間は踊りや

台詞を猛練習しモンローウオークの為に、左

右高さの違うハイヒールで訓練した。更に尚

且つ人間として一人前の女になるために読み

書きの猛勉強をした。だから当時一流の人物、

アーサーミラー、ジョウデマジオの求愛を受

けたり,時の大統領と浮名を流したりできた

のだろう。中身の無い外見だけの女ならそう

はゆかない。でもそれは伝記でも読まなけれ

ば知りえず見た目で判断された 

日本でも極端な例として松平忠輝が挙げら

れる。家康は生まれた赤ん坊を一目みて、肌

はどす黒く顔は鬼子の面相であまりの醜怪さ

に捨てよと家臣に言った。家臣は捨てるわけ

にもゆかず他人に預けた。何年かして他人に

哺育された我が子に面通した家康はあの時と

同じだと思い、尐しも愛情を示さなかった。

七歳になっていた忠輝は父が自分を可愛く思

って居ないことを子供心に識った。それが自

分の面貌の所為で、そう言う肉体的欠陥の為

に、心に鬱積したものが彼の生涯を歪んだも

のにした。父にもまた家臣にも疎まれながら

大人になった彼は父家康が駿府府中で倒れた

時、病床に見舞にきたが本多正純に蒲原に据

え置かれたまま対面を許されず、家康死後も

後を継いだ秀忠に疎まれ領地を召し上げられ

て他家にお預けなる。しかも配所も三度も変

えられて９３歳まで長生きをしたがその胸中

は察して余りある。すべて見た目が為せる技

だった。顔立ちは生まれつき、でも顔つきは

自分自身で作るものだから人は見た目が全て

と白洲正子氏は断言した。ボロは着てても心

の錦は精神の貴族、心の錦はやせ我慢に宿る、

さすれば顔つきは自分の責任だ、漢は自分の

貌に責任を持て、とは先哲の名言だ。 

 その意味でテレビに映る政治家の容貌を観

るにつけ、顔つきに個性が無くなったという

か、その人独特の持ち味が失せて議員が平均

的なサラリーマン化したように思われる。選

挙制度の変更以後政界における混乱、多党化

の波に乗り遅れまいとして右顧左眄し簡単に

宗旨を変えて恥じない輩は政治家ではなく政

治屋と呼ぶべきではなかろうか。外見では野

党を装い内面ではわが身可愛さ（国会議員の

存続）の宗旨替えに有権者は簡単には騙され

まい。テレビに映るそう言う政治屋を観なが

ら塩野七生氏のローマ人の物語を思い出した。

ペルシア戦争でアテネを代表して勝利に導い

た将軍がその後失脚してアテネを追放された。

彼はペルシアに庇護を求め優遇された。かっ

ての宿敵を遇したのはやがてアテネとの再戦

に彼を最前線で戦わせるためだった。故国と

戦う事に成って初めて自分の立場に目覚めて

彼は自害した。関が原で裏切った小早川秀秋

の故事でも示す如く変節後の運命は惨めなも

のだ。変節政治屋は以って銘すべきだろう。 

 

富士・富士宮クラブ合同新年例会 

 
渡邉実帆富士山部部長公式訪問 

 

 

 

富士宮クラブ 樋口トオル氏入会式 



誌上マイタム 

平成の想い出    小澤 嘉道     

余すところ 3か月で平成から新しい元号に

変わろうとしている。丁度 31年前の昭和から

平成に変とするさなか、昭和天皇のご容態と

重なるようにして小澤家も暗い雰囲気に包ま

れていました。年の瀬迫る 12月、陛下は下血

がひどく、テレビ番組は明るい話題は避けて、

陛下のご容態を気遣う番組が多かったような

記憶がある。 

 小澤家はと言うと、詐欺にかかってしまい、

苦労の末買い求めた土地が私の知らぬ間に他

人名義となっていたのである。なぜ分かった

と言うと、毎年 12月ころになると消防署から

枯れ草火災の注意が来るため暮には必ず草刈

りをする。我が土地へ行くと、なんと嵩上げ

工事をしているのではないか。きっと何かの

間違いだよな…。とその時は別に気にもしな

かった。2 週間ほど過ぎて行ってみると何と

基礎工事が始まっていた。これはただ事では

ない。（中略）てな訳で実はしっかり詐欺に

かかってしまい、我が土地は他人名義となっ

ていたのであった。 

 悔しかったね！実に！詐欺事件と言うと新

聞やテレビの世界だけの事だと思っていたの

がまさか自分がかかっているとは…。詐欺師

を毎日憎んだね。さすがに 3カ月も過ぎると、

憎み続けることに疲れしまい、そんな自分に

疑問をもちはじめた。そうだっ！この憂さを

晴らすのは独立しかない。思い立ったら吉

日！仕事も人生も勘が頼りで生きてきた私は

迷いはしなかった。 

 作業場、機械、お客さんも何もなくマイナ

スからのスタート。命以外にとられるものは

ない。という捨て身の気持ちと、今に見とれ

詐欺師よ！絶対にお前より良い生活出来るよ

うになってやるからな！と意気込みだけはす

ごかった。幼い子供はかみさん任せ。働いて

働いてひたすら前に進んだ。そして様々な方

達に出会うことが出来たし、意外にも子供た

ちは素直に育った。すべて今の私の宝であり

ます。 

 私を成長させてくれた平成はもうすぐ終わ

ります。あれから 31年。やはり勘だけでは人

生限界がありますね。そんな訳で相変わらず

毎日を全開で走り続けております。昔の人は

上手いこと言うね～。貧乏暇なしとは。 

 

第 2回富士山部役員会・評議会  

1/27（日）熱海 YMCAセンターで 15：00役

員会、16：30評議会が開催されました。渡邉

部長、各主査、各会長の報告がありました。

富士山部メンバー数は前期 183人後期スター

トも同数の 183人です。 

・継続審議となっておりましたワイズメネッ

ト委員の件は専任の「東日本区ワイズメネッ

ト委員会 富士山部連絡員」を配置すること

と決まりました。 

・各クラブに渡る CS基金の金額が承認され、

富士クラブには例年通り 30,000円です。 

・次次期富士山部部長は富士宮クラブの伊藤

一芳さんが選出されました。 

・富士山部部則見直しも進められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

特養「加島の郷」 

車イス点検・清掃作業 

日時： 2/17（日） 10：00より 

ジャンバー着用 



１月役員会報告   書記 井上暉英 

出席役員：増田会長 井上 漆畑 小澤 

樫村 金井 市川 仲澤 鈴木各役員 

確認報告事項 

1.第２回富士山部役員会 評議会  

出席者 増田会長 井上書記 次期会長吉

澤３名 1/27（日）15：00より役員会。 評

議会 16：30より。18：00より新年会あり。 

富士山部のメネツト会については部の決定

に賛同する。  

2.1 月富士・富士宮ＹＳ合同新年例会 部長

公式訪問 富士宮担当パティオン 19：00

より 受付：菊池、小澤です。 

討議議題   

1.地域奉仕事業委員会 車椅子メンテナンス

について 菊池委員長より 

 2/17（日）10時より 加島の郷で実施 確

認連絡各自にする。  

2.次期富士クラブ役員体制 次期会長吉澤君

が本日出席できないため 2月の役員会にて

報告との事。 

3.第 25 回中学生サッカー大会について            

3/2（土）～3/3（日）富士川グランドで参

加 32 チームで開催 24 万予算 別予算で

今回も富士ニュース社に大会のお知らせを 

 出す。会員各自で広告代金の負担となる。

富士ニュースへの広告代は 10万円。 

 岩辺会員の孫が静岡学園のサッカーチーム

にいる為、参加を希望している。星野先生

に連絡済。 

その他 

・次期富士山部ＣＳ事業主査選出の件。下田

クラブの次期富士山部長の要請で井上暉英

書紀が次期主査を受けることが決定。 

・富士山部ＣＳ基金申請について。中学サッ

カーの申請を提出する予定。 

・富士クラブ会員増強の取り組みについて。

色々とアイディアを出し合い、会員増強の

取り組みを予定する。 

2019年 1月役員会報告追加報   

県立富士特別支援学佼 高等部佐藤先生より 

第 16 回コーチョー杯争奪 時之栖サツカー

大会への協力依頼があり、前回の大会より参

加チームへのサツカーボールの寄贈を富士ク

ラブより行い致しましたが、今大会に於いて

も参加チームへのボールを寄贈の依頼があり

ました。役員一同確認 同意により 1個当た

りのボールの価格 5,000 円 6 個分の協力を

決定いたしました。詳細については、再度プ

ログラム等々を送付していただくことになり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樫村弘子様追悼展 

（富士教室門下生仏像彫刻展） 

平成 31年 2月 9日（土）～11日（月） 

茶房「樫村」に於いて仏像彫刻富士教室門下

生による樫村弘子様追悼展が開催されました。 

 

 

故樫村弘子様作の童お地蔵さんです 

富士ワイズメンズクラブ杯争奪 

中学招待サッカー大会 

富士市内外 32チーム

3/2（土）～3/3（日） 

富士川河川敷グランド 

 


