
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 4月例会 

日時  2019年 4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      吉澤廣美君 高野 亨君 

司会            鈴木靖巳君 

1.開会点鐘         増田隆会長 

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 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        菊池初彦君 

1.クラブ EMCアンケートについて 

会員増強事業委員会 

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         岩辺富雄君 

1.閉会点鍾        増田 隆会長 

※4月誕生日  該当者なし 

 

 

在籍数 16名 出席数 11名 スマイル 11,000円 ＣＳ基金 1,799円 

功労会員 １名 出席率 73％ 同上累計 96,000円 同上累計 8,419円 

連絡主事 １名 ゲスト 1名 ビジター 12名 計 12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  

“イチローが現役引退”   菊池初彦 

 3月 21日の深夜、現役引退を発表しました。

50歳までは現役で頑張ると言っていたが、残念

ですが、45歳での引退でした。本当に残念です。

オリックスから始まり、マリナーズ、ヤンキース、

マリーンズそしてもう一度マリナーズで活躍し

ました。28年間の内、私達に夢を与えてくれま

した。 

また日本プロ野球最多の 3,085安打を張本勲

さんは「こんな選手は 1世紀は出てこない『大あ

っぱれ』ですよ。」とイチローの成績をたたえて

いました。ソフトバンクの王貞治会長は「来るべ

き日が来てしまった。もっと先だと思っていた。

彼の野球人生がいかに多くの人に感動を与えた

か。これからも語り継がれていくだろう」と残念

ながら話したそうです。また多くの選手の引退を

見ながら現役として第一線を走り続けてきたサ

ッカーの元日本代表ＦＷで横浜ＦＣの三浦知良

(52)は、イチローの現役引退に「喪失感が凄い。」

としみじみ語ったそうです。カズはイチローと互

いに神戸を拠点とするチームに在籍していたこ

とから家族ぐるみで食事をしたり連絡を ⇒                   
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取り合ったりするなど 20 年以上の親交があ

ったそうです。カズはイチローにまた「プロ

としては引退かもしれないが、野球は続けら

れる。自分の中で野球を大切にしてもらいた

い。」と話したそうです。日本通算 1270安

打 打率 3.53 米国通算 3087 安打 打

率 3.11 日米通算 4357 安打 打率 3.22 

すごい成績です。イチローの巧みな打撃や華

麗な守備はもう見ることができません。長い

間、国民を惹きつけることができたのでしょ

うか？卓越した技術や努力が根底にあるにせ

よ、そこに到達するまでの野球に向き合う姿

勢が私たちファンの共感を呼んだと思います。

また、イチロー選手の言葉は示唆に富んで深

みがありました。ですから私達中年の仲間は

私たちの人生に重ね合わせた人も多かったと

思う。イチロー、長い間ご苦労様でした。尐

し休んでから、また指導者として復帰して下

さい。そして私達にまた夢を与えてください。

最後に、奥様本当にご苦労様でした。  

 

誌上マイタイム 

平成最後の・・・    増田 隆 

最近の新聞やテレビ等のニュースの話題で

特に耳にするのが「平成最後の・・・」とい

う言葉です。4 月には最大の関心事である新

しい元号が発表され、5 月からはその元号に

切り替わるという歴史的な出来事が目前に来

ている状況の中で無関心ではいられないでし

ょう。元号は日本独特のものだといわれてい

ます。西暦でその時の出来事や流行を語る時、

すぐには思い出しませんが、たとえば「昭和」

の流行歌などが話題になると私の年代は「あ

あ、あの頃の歌だね、懐かしいなあ」と、頭

の中にその当時の様子がまるで昨日のように

蘇ってきます。生きてきた時代を振り返る時、

その区切りの中で自分が何を想い、回りがど

のような状況であったか懐かしく、また苦々

しく思い出したりします。平成に入ってから

次第に携帯電話が普及し始め、街角からは赤

電話（公衆電話）が次第に消えていきました。

そして、パソコンも急速に発展し、平成はＩ

Ｃ全盛期となり、私の様な年代の人達はそれ

についていくのに苦痛さえ感じるようになり

ましたが、それでは時代に取り残されてしま

うので娘や息子に教えてもらいながら何とか

パソコンとか、スマホを操作しています。自

動車も例外ではなく、次の時代はＡＩ技術を

活用したＡＶ（自動運転車）やＥＶ（電気自

動車）などの次世代自動車の開発が急速に進

みそれが現実となる日もすぐ来るでしょう。

果たして私たち年配者はそれらを正しく運転

（操作）できるのでしょうか、期待と不安が

今から高まります。（取り越し苦労？） 

1988年（昭和 63年）11月にチャーターし

た富士クラブは、翌年の平成元年から本格的

に活動をスタートしましたので平成の時代と

共に 30年の歴史を歩んできました。ワイズの

「ワ」の字も知らなかった私が入会から 30

年経った今、２回目の会長（名ばかりですが）

を今年度努めています。これもクラブの仲間

の支援がなければとてもできないことで、本

当に感謝しています。 

メンバーの皆様、新しい元号と共に新しい

時代の富士ワイズメンズクラブの幕開けです。

これを機会に富士クラブは初心に帰り、ワイ

ズの活動の良さをもっと周りにアピールして

仲間を増やしていきましょう。平成最後の会

長として残任期間はあと尐しですが、富士ク

ラブ発展のために微力ですが全力を尽くして、

新しい時代にバトンタッチしていきたいと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリーン作戦＆花見会 

2019年 4月 14日（日） 

ロゼシアター前集合 10：30 

花見会 海女小屋 11：30 



   3月役員会報告   書記 井上暉英 

参加者 増田会長 井上 岩辺 漆畑 小澤 

樫村 菊池 鈴木 吉澤 

報告事項  

1．3/2（土）～3/3 日（日）中学招待サッカ

ー大会 ３月例会やブリテンで報告済みで

す。熱海 YMCA事務局にも報告しました。市

内の岩松中学が第３位に入りました。 

議題 

１．クリーン作戦について          

 菊池 CS 委員長より ４月１４日 市役所

ロゼシアター前の道路掃除 10：30にロゼ

シアターに集合 清掃開始 ごみ袋を用意

します。清掃終了後 “海女小屋“にて         

お花見を兼ねてご苦労さん会を計画。鈴木

親睦委員長より出欠確認あり。              

その他 

１．次期富士クラブ役員体制について  

 次期会長吉澤ＹＳより既に書記、会計の報

告あり ４月の例会時に各委員長等の報告

があります。 

２．東日本区大会・アジア大会について 

 各人で登録、会計を済ませてもらい、会長

がその状態を確認し詳細を報告する。         

アジア大会については詳細が分かり次第討

議する。      

３．東日本区よりクラブＥＭＣアンケートが

あり、クラブ会員のそれぞれの意見を４月

の例会で確認いたします。 

 

 

“ボッチャ” 

 次田升勇ワイズ、ナイススロー！ 

 

3月富士クラブ例会報告 

卓話は県立富士特別養護学校の佐藤公平先

生に「障害をもつ生徒が活躍する姿」の卓話

をいただきました。 

2018 年 12 月 23 日（日）第 24 回東海地区

特別支援学校知的障害教育校サッカー大会の

報告をしていただきました。富士クラブが数

年前からサッカーボール寄贈を行っています。

この大会は東海 4県から各県の上位校が争う

大会で、今年度は静岡県の小笠山総合運動公

園で行われました。各試合が熱戦続きで大変

に盛り上がったそうです。 

卓話終盤に障害者競技ボッチャのルール説

明や競技実演を会場で行い、ワイズメンバー

の笑顔が見られました。 

 

 佐藤公平先生 

 

 

樫村好夫ワイズ 白いボール目掛けて「ソレ」 


