
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 

 

 

 

 

 

富士クラブ・８月例会 

日時  2019 年 8 月 14 日（水） 18,30～ 

場所  アパホテル 

富士市日乃出町 38   

  受付             鈴木靖巳君 樫村好夫君 

  司会                   次田升勇君 

1、 開会点鐘              会長 吉澤廣美君 

2、 開会の挨拶                漆畑義彦君          

3、 ワイズソング・ワイズの信条・各主題唱和    司会  

4、 会長挨拶                  会長  吉澤廣美君   

5、 来賓・ゲスト・ビジター紹介     会長 吉澤廣美君 

6、 食前の感謝                市川文彦君 

7、 誕生日 

8、書記・会計・事務局・各委員会報告 

9、出席率・スマイル報告     

⒑、閉会の挨拶                           中澤昭夫君 

11、閉会点鐘                      会長  吉澤廣美君 

 

今月の誕生日 

該当者  なし 

 

 

7 月例会 

在籍数 16 名 出席数 10 名 スマイル 10,000 円 ＣＳ基金 0 円 

功労会員 １名 出席率 66％ 同上累計 10,000 円 同上累計 0 円 

連絡主事 １名 ゲスト 0 名 ビジター 0 名 計 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 

次田升勇 

会員の減少(私の所属する団体) 

 日本バーテンダー協会以下(NBA）は、昭和４

年に神田において結成式を行った。創立発起人

は１５名、会員４０名から始まり令和元年５月

１日、新天皇陛下御即位の日 NBAは創立９０年

を迎えました。昭和１２年に関西支部が設立さ

れ、その年には台湾バーテンダー協会との交流

が始まったが、昭和１６年からは戦争が本格的

に進み。NBAは自然解消となってしまった。 

 戦後の昭和２３年からは、再び NBA再建の結

成式が７月銀座で盛大に挙行された。その後に

は全国を９の地区本部に分け、各支部が設立し

始めた。そしてバーテンダーによるカクテルド

リンクスコンクールなどが開催されるように

なった。特に昭和４５年開催された日本万国博

記念 EXPO７０では世界のバーテンダーが集い

会場内「エキスポクラブ」でカクテルコンテス

トが行われた。    (次ページに続く) 

２０１９－８月

号 



この時の全応募総数は 9,829点だった。その翌年の昭

和４６年には、国際バーテンダー協会主催「国際カク

テルコンペティション」が東京で世界２５ヶ国２００

余名の代表選手が参加して開催された。そして昭和４

７年に札幌冬季オリンピックを記念して正式に日本バ

ーテンダーカクテル技能コンクールの第１回目が札幌

パークホテルで開催された。昭和４５年には社団法人

NBA 創立５０周年記念大会を迎え、私もこの年に沼津

支部に入会した。この頃の会員は全国で１万人以上在

籍していて、この後の２０年間ぐらいは NBAの一番華

やかな時代だったと思う。平成になり女性バーテンダ

ーの活躍が目立ち、平成６年にはカクテルコンペティ

ションで女性が初めてチャンピオンになった。この後

も平成３０年までには、５人の女性チャンピオンが生

まれた。しかし、時代の流れなのか、１万人以上いた

会員が今は 4,000人以下に減少している。今年９０周

年を迎え、あと１０年後の１００周年に向かって会員

増強を本部一丸となって進めているが、各協会、組合、

クラブなどの会員減少には歯止めがかかっていないの

が現実に思う。それぞれが豊かになり、その団体に魅

力がなくなってしまったのが原因のひとつなのかもし

れない。 

 

富士宮・富士クラブ７月合同初例会 

令和元年７月２３日(火)   

於 パテオン 

 2019,7,23 富士宮クラブ・富士クラブ合同初例会が

パテオンにて開催されました。 

 当日は須藤秀忠富士宮市長様をはじめ、富士宮高校

会議所会頭の伊東竜輝君のご出席を頂きました。 

富士山部長 長田俊児様の公式訪問でもあります。 

富士宮クラブ石川泰仁会長から富士宮高校会議所会頭

に支援金の贈呈がありました。 

 
吉澤会長ご挨拶 

 

 

マスの香味燻製とふりかけ愛し鱒 

（富士宮高校会議所特製） 

出席者 吉澤 高野 小澤 井上 漆畑 

        岩邊 増田 中澤 鈴木 樫村 

 

他クラブ合同初例会訪問 

 

伊東・下田クラブ合同初例会 

令和元年７月８日(月) 

於 暖香園ボール 

 

吉澤会長ご挨拶 

今年のタライ乗り競争で準優勝小野伊東市長より表彰

された。 

富士クラブ参加者   吉澤 高野 小澤  

漆畑 中澤  樫村 



三島・沼津・御殿場クラブ合同初例会 

令和元年７月１６日(火) 

於  松韻 

 

 

吉澤会長ご挨拶 

 

５名の入会式あり。御殿場クラブ４名。三島クラブ１

名。素晴らしい。うらやましい。 

富士クラブ参加者  吉澤 井上  

          中澤  鈴木 樫村 

 

 

熱海クラブ初例会 

令和元年７月２２日(月) 

於  KKR ホテル熱海 

 

吉澤会長ご挨拶 

東日本区理事山田敏明様ご出席 92名参加 

２名の入会式あり。 

富士クラブ参加者 吉澤 樫村 

 

 

 

 

 

熱海グローリークラブ初例会 

令和元年 7 月 24 日(水)  

於  KKR ホテル熱海 

 

吉澤会長ご挨拶 

 
皆様とご一緒に、富士クラブ鈴木ワイズ。 

7月お誕生日。おめでとうございます。 

富士クラブ参加者  吉澤 岩邊  

中澤 鈴木 樫村 

 

台湾 YMCA研修生との交流会 

増田 隆 

 

富士山YMCAに台湾より2名の女子大生ボランティアが

泊まり込みで訪れて研修しています。今年度富士クラ

ブのユース事業の第 1弾として毎年恒例の富士まつり

に合わせて研修生と交流会を開催しました。参加した

メンバーは台湾の大学生、劉憫誼（リュウミンケン）

21歳 長榮大學、范珈瑜（ハンカユ）21歳 閾立高雄

科技大學そして金井主事（富士クラブ会員）、富士ク

ラブからは吉澤会長をはじめとして高野、小澤、仲澤、

鈴木、井上、樫村、増田の 8 名でした。3 時より富士

まつりの催しをロゼシアターのホールで見学したり、

真夏の熱い中、露店が立ち並ぶ会場まわりを汗をかき

かき人混みを押し分け押し分けしながら次のスケジュ

ールの歓迎会場「赤から」に向かいました。食べ放題

のお肉や、野菜、鍋料理などをつつきながら話に花が

咲きました。今年の二人はとても日本語が上手で気を

使わないで話ができて盛り上がり、時間の経つのも忘

れてしまい、急いで次の花火会場に移動しました。桟

敷席で見学する花火は豪快そのもので、怒涛のような

連続打ちは度肝を抜かれました。二人の研修生はこの



スケールの大きな花火にしきりにスマホのシャッター

を切っていました。この楽しい時間を心の中に刻んで

日本の良い思い出としていつまでも忘れないでいてく

れたら最高です。二人は富士山 YMCAで子供たちとの交

流やキャンププログラムの運営などを行っています。

今年は７/17～8/14迄富士山 YMCA で過ごしています。 

交流会に参加してくださいましたメンバーの皆様あり

がとうございました。 

 

 

 

自己管理 

鈴木靖巳 

 

最近、テレビ、新聞などで様々な物事や事件が次々と

起こっています。 

しかし、年の所為か次々と忘れて次の朝にはまた、驚

きのニュースがテレビにながれています。 

 

△高齢者による交通事故は双方に身の詰まる思いがし

ます。がん病は予告してくれます。しかしある日突

然に心臓発作、脳梗塞、くも膜下出血はおこってし

まいます。高齢者で自動車運転される方々は日頃よ

り自分と向き合い身体と精神の自己管理を心掛けま

しょう。 

△昨年はゲリラ豪雨といって突然に大雨となり各地で

大きな被害が発生しました。今年は加えて線状降水

帯と云う言葉ともに命にかかわる恐れのある降水量

の雨で土砂災害、洪水が起こっています。これらの

事も自分自ら防災危機管理意識を常日頃より持つこ

とが大切なことだと思います。 

△日常生活で私たちの周りには人を笑わせ楽しい雰囲

気をつくる人は好かれています。先ごろ、その笑い

を職業としている人たちの自己管理の欠如が問題と

なっています。併せて経営者のマネージメント管理

が問われています。 

これらの事も各々が責任をもって自己管理してい

かなければならないことです。 

△最後に私事ですが去る 7月 1日で 77歳の喜寿を迎え

る事ができました。子供たち、孫たちが祝宴を開い

てくれ各自が色紙にひと言思いを書いてくれました。

皆誰もが「元気で人生を楽しんでください」とのこ

とです。うれしい言葉ですがしかし何の保証もあり

ません。自分自身が自己生活管理をしていかなけれ

ばならないと改めておもいました。最後にこの度喜

寿を迎えた誕生月に筆不精の私にもっと頑張れと云

う意味のマイタイムの原稿依頼をいただき頭と指の 

体操をすることができ感謝しております。 

 

（追）他クラブ初例会訪問の際は誕生日祝いありがと

うございました。 

 

 

 

富士山 YMCAエコビレッジ      金井 淳 

 

台湾からの研修生、こよみさん、ひかりさんを迎えて

くださり、ありがとうございました。 

 

『皆さん、花火大会とお食事を誘っていただき、あり

がとうございました。日本のお祭は初めてで、とても

嬉しかったです。食事の時のお話、台湾人の私には貴

重な経験でした。お土産もたくさん、本当にありがと

うございました。』  － こよみ － 

 

『お食事がとても楽しかったです、色々なことを話し

たり、色々な国際的な知識を聞かせてもらい勉強にな

りました、初めての日本酒はとても新鮮で美味しかっ

たです。いつかまたお会いできればいいなぁと考えて

おります、ありがとうございました！』 － ひかり － 

 

 

 
 

 

お 便 り 


