
国際会長主題  より良い明日のために今日動く  

アジア会長主題 アクション 

東日本区理事主題 勇気ある変革，愛ある行動！ 

富士山部長主題 共に歩もう、素晴らしきワイズ 

富士会長主題  広げよう ワイズと私 

 

 

 

 

富士宮・富士クラブ 7 月合同例会 

日時  2019年 7月 23 日（火） 19,00～ 

1、開会点鐘           富士宮クラブ会長 石川泰仁 

2、開会の挨拶          富士宮クラブ   宮崎善旦 

3、ワイズソング・ワイズの信条・会長主題唱和 司会  佐藤英子 

富士山部 部長主題 「共に歩もう、素晴らしきワイズ」 

富士クラブ   会長主題 「広めよう ワイズと私」 

富士宮クラブ  会長主題 「子供達に寄り添い責務を果たす」 

4、 会長挨拶               富士クラブ会長    吉澤廣美  

                    富士宮クラブ会長 石川泰仁   

5、 来賓・ゲスト・ビジター紹介  富士宮クラブ会長 石川泰仁 

6、 来賓挨拶                     富士宮市長     須藤秀忠様 

7、 部長挨拶              富士山部長     長田俊児様 

8、 富士宮高校会議所           第４代会頭     伊東竜輝様 

9、 食膳の感謝・乾杯          富士クラブ     樫村好夫 

10、富士山部事業主査挨拶・各クラブ会長挨拶 

11、誕生日・結婚記念日お祝 

い 12、監事講評               富士宮クラブ  阿南 晃 

13、各委員会報告 

14、出席率・スマイル報告    富士クラブ書記  富士宮クラブ書記 

15、閉会の挨拶             富士クラブ        高野 亨 

16、閉会点鐘                 富士クラブ会長  吉澤廣美 

6 月例会 

在籍数 16名 出席数 12名 スマイル 12,000円 基金 1,117円 

功労会員 １名 出席率 80％ 同上累計 120,000円 同上累計 9,997円 

連絡主事 １名 ゲスト 0名 ビジター 0名        

第３2期クラブ役員 

会長 吉澤 廣美 書記 高野 亨 

A副 高野 亨  会計 小沢 嘉道 

B副        監事 増田 隆 

監事 漆畑 義彦 

巻 頭 言 

主題「広げよう ワイズと私」  会長 吉澤廣美 

この度、32期富士ワイズメンズクラブの会長を努

めます吉澤廣美です。よろしくお願いいたします。  

富士クラブ 11 期の時に樫村好夫さんの紹介で入

会しまして、19期に 1回目の会長を仰せつかり、今

回 32 期で 2 回目の会長であります。19 期会長の時

は 20周年記念の前年でメンバーも多く、元気があり

ました。ここ 10数年で、だいぶメンバーが減ってし

まい、新陳代謝ができていませんでした。 

いろいろな事情もあると思いますが、ワイズにど

っぷりと浸からなくてもよいと思う人達が卒業のよ

うな気持ちで退会していったように思われます。逆

にどっぷり浸かる意義を見出している人たちは残っ

ています。私も浸かっている一人です。入会して異

業種の人達から影響を受けましたし、いろんな意味

で学ばせてもらいました。20数年間楽しいことや勉

強させてもらったことが多々ありました。今度は私

たちが逆の立場で影響を与えることができているの

か疑問です。昨今、人から学ぶという事が少なくな

っているのかもしれません。団体、集団の中にいる

よりも個々でいるのを好む、好きなものだけを学ぶ、 

反面教師はいらない。そんな時代なのかもしれませ

ん。             (次ページに続く） 
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しかし、そんな人達ばかりではないと思います. 

こんな時代だからこそ、まだまだ人対人を大事に思

っている人たちも多くいるはずです。そういう人た

ちを誘わなくてはなりません。今期はもっともっと

ワイズを知ってもらう努力をして、またメンバー

個々の人間性をもっと前面に出して入会を誘う。本

気で誘う。そう言う意味で「広げよう ワイズと私」

を主題にしました。ワイズを知ってもらう意味で各

事業にメンバー以外の人を誘って事業の応援をお

願いする。招待サッカー大会や高齢者施設の車イス

点検・清掃、女子大学駅伝競走ボランティア、ロゼ

シアター～市役所通りクリーン作戦、福祉まつり出

店の応援などにサポート会員を募りたい。そしてク

リスマス会やリクレーションに招待したい。そこが

第一歩と考えています。そして、ワイズメンズクラ

ブを理解してもらい入会に結びつけたい。メンバー

総意をあげてがんばりたい。 

 

１年をふり返って         増田 隆                                

  

しとしと小雨が降り続く家々の庭先に紫陽花が鮮

やかな色を演出し、梅雨らしい季節となりました。  

昨年 30周年を迎えた富士クラブの 31期会長を務

めさせていただきました。 

2 回目の会長という事で気持的には安易に受け入

れましたが、実際活動してみますと前回会長時とは

いろいろな面で異なり（当然ですが）戸惑うことば

かりでした。会長主題に「笑顔と感謝で奉仕」を掲

げメンバーの皆様と活動してきましたが、私自身奉

仕活動中に「笑顔」があったか、「感謝」の気持ち

があったか、振り返ってみるといささか疑問です。

ただ無難に事業を済ますことに神経を注ぐあまり、

活動本来の趣旨がメンバーに伝わらなかったので

はないか。そして年間の事業活動を無難に行いたい

ために薄っぺらな活動に走り、中身は毎年の事だか

ら昨年どうりで済ませた、というような軽い事業内

容ではなかったのか反省しきりです。又会員が減少

したことでメンバーにあまり負担をかけてはいけ

ないという気持ちが脳裏に浮かび無理を言えなか

ったこともありました。そのような小心者の会長で

あったために退会者こそなかったが、入会者もいな

かったという結果となりましたことについて申し

訳ない気持ちでいっぱいです。私が昨年１年間会長

をやらせていただき感じましたことは、会員増強は

絶対に必要です。そして現状に甘えてはいけません。       

これからの富士クラブに必要なことはクラブそ

のものが内向きにならず、外向きになることが大切

ではないかと感じます。メンバーが内向きで固まっ

ていますとチームワークは良いのですが、新入会員

がなかなかその中に入り込みにくいのが実情では

ないでしょうか。そのためには私たちメンバーのひ

とり一人が自信を持って入会希望者を誘える、そし

て入会しやすいフレンドリーな富士ワイズメンズ

クラブにしていかなければならないと思います。令

和の時代を生き抜くために富士ワイズメンズクラ

ブは、今こそ小手先の改革より抜本的な大改革が必

要ではないでしょうか。 

1 年間みなさまのご協力とご理解のお蔭で無事会長

を務めさせて頂きありがとうございました。今後も

微力ながら皆様と共にニュー富士ワイズメンズク

ラブ創りに汗を流したいと思います。 

 

6月例会報告          6 月 12日(水) 

6月お誕生日おめでとう 増田 隆君 中沢昭夫君 

 

新旧役員の引継ぎがありました。旧役員の欠席者

が多く、スムースとはいきませんでしたが、新年度

から主に変わることに就いて報告します。 

次期中澤ドライバー委員長：〇例会の出欠は主にメ

ールで、月末までに返事とのこと。 

次期高野書記：〇次期東日本区大会は、十勝の為、

10人のエントリーを予定して早めに準備をする。 

〇今期富士クラブ定時総会は、6 月 26 日、樟泉閣。

参加費 メン 5,000、メネット 0。 

次期樫村ブリテン委員長：〇依頼されたブリテン原

稿は月末までに可及的メール添付でお願い。 

次期増田 EMC委員長:〇会員増強。 

〇新クラブ設立。〇フッレッシュ セミナーの開催。 

〇ユース事業委員会、恒例夏の YMCA 実習には、台



湾から 2 名のユースが来日予定。富士祭りを中心に

研修。〇富士山ＹＭＣＡエコビレッッジ感謝祭は、

10 月 6日(日)開催予定。 

〇12 月富士山女子駅伝サポート。ワイズ 10 名、サ

ポーター3名、計 13 名参加。 

次期岩邊 CS委員長：〇福祉まつりは従来どおり。 

次期次田物品委員長：〇誕生祝はそろそろハッピー

バースディーの歌だけにしてはとのご意見あり。 

その他 

〇ワイズ基金の運用については、基金管理委員会を

作って検討すべしとの意見あり。 

 

6月役員会報告      増田 隆 

出席者      岩邊 高野 鈴木 吉澤 小澤 

増田 樫村 中澤 漆畑 菊地 

報告 ○第 22 回東日本区大会、各献金達成賞。増

田会長より報告。 

討議 〇スマイルは本会計よりスマイル基金へ。 

〇例会時の夕食は、1,000 円→1,200 円へ。 

〇会計は漆畑ワイズ作成ソフトを使用。 

〇事務所移転について、樫村ワイズより説明

あり。8月末までに移転予定。移転費用約

20万円は基金より拠出。借料は据え置き。 

〇役員会は第 3木曜日『加志村』3階にて。 

その他  

〇第 69回「社会を明るくする運動」に ク

ラブより 4名参加。 

〇増田会長より「基金」の有効利用につい

ての提案あり全員で取り組むとの合意が

あった 

 

マイ タイム            小澤嘉道 

 今期合同で行われた伊東・下田クラブ初例会に出

席しました。結構な出席者の数で大変にぎやかな例

会でした。伊東クラブは今年で 64回目となる松川 

近年二度目の会長を務めるクラブが多くなり会

員の減少が気になります。 

富士山部の会員数を 5年ほど前と比較すると、例外

のクラブもありますが、少なからず減少の一途をた

どっているように感じてしまいます。そんな中、御

殿場クラブでは既に 3名の入会者が予定されるそう

だ。なんて素晴らしいことなんだろう！ 

 富士クラブは只今充電中！前年度会長の増田ワ

イズは会員増強のため、富士クラブのために全力で

尽力をつくして頂きました。本当に一年間ご苦労様

でした。今年度の吉澤会長も人望が厚く思いやりと

行動力があるので何かやってくれると期待してい

ます。結果はすぐには出ないかもしれないけれど何

か行動を起こして行かないとね。今年も更にみんな

仲良く、協力し合い、クラブを盛り上げられたらい

いな。 

 

第 31 期定時総会報告 6 月 26 日 樟泉閣 18：30

出席者   増田 井上 菊地 吉澤 高野  

小澤 漆畑  中澤 鈴木 樫村  

小澤・鈴木・中澤各メネット 

議事録 

〇 重要議題としまして、

会員の年会費の削減

に取り組みました。

通常会員の年会費を

￥90,000→￥80,000 への削減が承認されまし

た。 

〇 第 32 期の組織案・事業計画案・予算案等が審

議の結果、承認されました。 

 

タライ乗り競争に出漕して準優勝となり小野市長

より久保田会長へ賞状が渡される一コマがありま

した。クラブの地域に根付いた活動がうかがわれま

した。そう言えば、一時期下田クラブはいかだ漕ぎ

競争を開催していて私も参加した事がありました。

大変大きな事業でした。自衛隊員の参加もありダン

トツに早かったのを思い出します。 

 

 



 

 

 

憧れの健康寿命    ブリテン担当  樫村好夫 

 健康寿命とは「健康上の問題で、日常生活が制限

されることなく、生活できる期間」と WHO（世界保健

機構）で定義されています。平均寿命と健康寿命との

間には、男性で 8 年、女性では 12 年の差があります（平

成２７年度）。誰でもが最後までイキイキ・ハツラツ・

健康でありたいものです。 

平均寿命 ♂ 80,25  ♀ 86,61 

健康寿命 ♂ 72,19   ♀ 74,21 

健康寿命について、平成２６年の全国 47都道府県の

統計では、静岡県は男子が第２位（１位福岡）、女子

が第１位です。 

どなたでも、単に長生きするのではなく、健康上の

理由で日常生活が制限されない期間、いわゆ「健康寿

命」を延ばし、元気で長生きするのが願望で、ピンピ

ンコロリが希望であり、健康寿命の理想とするところ

であります。 

「予防に勝る治療はない」とよく言われます。病気

や寝たきりになる前に、予防することが重要です。こ

れには、日常生活の工夫と実践が必要です。 

ヨーロッパの高齢者ホームでは、起床すると、ベッ

トルームにヘルパーさんが、カギをかけるそうです。

つまり、医者の指示がない限り、個室には戻れないと

のことです。 

各人が、個室に戻ると、どうしてもベットに寝てし

まうので、全くリハビリにならないとのことです。そ

の結果、下腿の筋肉が衰え、結局は、歩けなくなって

しまうわけです。従って、多少つらくとも、自分の足

で歩いて、リハビリに心がけています。 

 健康寿命と平均寿命との差が大きくなればなるほど、

医療費が増大するわけで、家計費や、さらには、国家

予算にも影響を及ぼします。今後、紙面に余裕があれ

ば「知っておきたい病」について、不定期に登場しよ

うと思います。 

 日ごろの健康に留意しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

富士山ＹＭＣＡエコビレッッジ   金井 淳 

富士山 YMCAでは 7月 6日～7日とジョンソン株式

会社からの協賛をいただき、東日本大震災の影響で

神奈川県内に避難をしている子どもたちを対象と

した東日本大震災復興支援キャンプを開催しまし

た。当日は西臼塚のハイキングや富士山 YMCA での

野外炊事、キャンプファイヤーなどを楽しみました。

震災から 8年が経ち、震災時の記憶がない子どもた

ちも増えてきていますが、過去に参加した子どもた

ちの中から、ボランティアリーダーとして参加する

ようになってきています。今後も様々な形での支援

を続けていきます。 

 

 

富士ワイズ事務所移転通知 

 

 
2019年 8月 2・3日棚造り、8月 11・1８日、予備日 

25 日、引っ越しの計画です。8 月中に移転を完了させます。

皆様のご協力をお願いいたします。   富士クラブ役員。 

 


