
国際会長主題  より良い明日お為に今日働く 

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・10 月例会 

  2019年 10月 9日日（水） 18,30～ 

日時場所  ホテルグランド富士 

住所富士市平垣本町 8-1 TEL0545-61-0360 

  受付              井上暉英君 増田 隆君 

  司会                    高野 亨君 

1、 開会点鐘               会長 吉澤廣美君 

2、 開会の挨拶                 岩邉富雄君 

3、 ワイズソング・ワイズの信条・     司会  

  東日本区理事・富士山部長・会長主題の唱和 

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・乾杯                            鈴木靖巳君 

7  卓話 富士市の戦国時代と城址 

     静岡古城研究会理事 

     富士ニュース社編集部記者               金指信之様 

8、 誕生日                司会 

9,  書記・会計・事務局等・各委員会報告  司会 

10  出席率・スマイル報告           書記 高野 亨君 

11、閉会の挨拶                        小澤嘉道君  

12、閉会点鐘                          会長  吉澤廣美君 

今月の誕生日該当者    岩邊富雄君 次田升勇君 菊地初彦君 

9 月例会 

在席数 16 名 出席数 8 名 スマイル 7,000 円 CS 基金 1,368 円 

功労会員 １名 出席率 53％ 同上累計 25,000円 同上累計 1,368 円 

連絡主事 １名 ゲスト 0 名 ビジター 0 名        

 
  巻頭言 

漆畑義彦 

ロータリークラブは国際的な社会奉仕連合団体

であり「ロータリアン個人の集まり」である。基本

的には「会員一人一人が奉仕活動の単位」です。 

四つのテスト、言行と事業の立案・企画・実行は

これに照らしてから行う。 

１．真実かどうか （嘘・偽りはないか） 

２．みんなに公平か （関係者すべてに公明正大か） 

３．好意と友情を深めるか （信用を高め、より良

い関係を築けるか） 

４．みんなのためになるかどうか （関係者すべて

に有益か）    

ライオンズクラブとは、世界最大の奉仕団体であ

り、スローガンは（自由を守り、知性を重んじ、わ

れわれの国の安全をはかる）。クラブの奉仕活動は

全体で行い原則として個人では奉仕しない。平和と

国際理解を育むという声明文を発し、「地域社会と

人道奉仕におけるグローバル・リーダーを目指す」

というビジョンを掲げている。 

（次ページに続く） 
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ボーイスカウトは、「世界最大の青尐年教育運動」

です。野外活動を通じて「人格・健康・技能・奉仕」

という良き社会人となるための青尐年教育。 

ワイズメンズクラブは、青尐年育成団体である

「ＹＭＣＡ」の活動を支援することを第一の目的と

して、地域・国際社会に奉仕する国際的なボランテ

ィア団体です。 

あなたも同じ志を持ったメンバーとの親睦そし

て奉仕の実践を通じて、楽しく豊かな日々を過ごし

ませんか？クラブのメンバーとなるのには特別の

資格は要りません。ご関心がおありの方は、ぜひ一

度、最寄りのワイズメンズクラブの例会にご出席さ

れることをお勧めいたします。 

1. 毎月の例会でゲストの有益な卓話を聞くことが

できます。 

2. 会員中の様々な職種の人と友人になり視野が広

がります。 

3. YMCA や地域社会への奉仕の活動に参加できます。 

4. 全国的、国際的な交流に参加し見聞を広められ

ます。 

5. 会員の家族ぐるみの親睦・協力の機会も多い。 

富士クラブは 31 年の時を過ごし高齢化した、会

員は半減以下となった。ﾁｬｰﾀｰﾒﾝﾊﾞｰが６人いること

は喜ばしいことか世代交代ができていないので悲

しむべきことか・・・ 

中学生サッカー大会は 25年の長きにわたり主催支

援をしている、富士市内車いす整備清掃・富士山

YMCA の支援などを通じて青尐年育成に寄与してい

ると自負している。 

しかし近年、活動のﾏﾝﾈﾘ化に苦慮している。会員全

員で取り組む事業がない、新人を誘える事業がない。

まず良い事業を新設し新人を誘える環境を整える

ことが急務かと思う、議論すべきはクラブの環境整

備だ、事業を見直し新設ができれば新会員を誘い巻

き込むことも可能となるのではないか、真実か・公

平か ・好意と友情、信用を高める・みんなのため

になるか・・・今一度みんなで夢を見よう。 

 

9 月例会報告 

                        2019,9,11 

例会会場に入って、先ず驚いたのは ONE TABLEの

みだったこと。皆さんと顔を合わせ、どうしたのと

話したが、欠席通知の方は、所用があっての事、致

しかたない。富士クラブも来るべきものが来たか、

との感で一杯だった。8月 14日も 8名の出席、お盆

の中日だった為と思ったが、今夜は、鈴木ワイズが

福祉まつりの参加で、その準備会にクラブとして出

席、終了してからの例会出席のため実質 7 名で 32

年振りの開会。会長挨拶の中でも、どうにかせねば

との事であった。今席の卓話は、一般財団法人静岡

県生活科学検査センター所長の吉野豪一様で、吉澤

会長とは大学の同級生との事。保健所に代わり指定

検査機関として、「水道水」・「医薬品」・「食品」・

「浄化槽」などの法定検査について，県知事の指定

を受けている県内唯一の検査機関です。今回は「富

士市における浄化槽の現状と課題」についてご講演

を頂きました。浄化槽と言うと下水道が通っていな

い所に設置する位に思っていました。しかし浄化槽

には、「単独処理浄化槽」と「合併処理浄化槽」の

2 種類があり、「単独処理浄化槽」では、し尿は全

バッ気で浄化するが、生活雑排水は処理できないの

で、そのまま垂れ流しとの事です。一方「合併処理

浄化槽」では、嫌気性・好気性微生物の分解等によ

り、し尿・台所・風呂・洗濯水等も一緒に浄化。排

水 BOD 濃度 20 ㎎/L 以下となり、下水道の排出水と

遜色はないとの事です。富士市においては、「単独

処理浄化槽」が多くあり、問題との事です。いずれ

にしても、理想は「下水道」・「合併処理浄化槽」

で、設置には、莫大な費用が掛かるとの事でした。 

 

Change！  2022  

 増田 隆ワイズの座長で、我がクラブの現状に鑑

み 2022 に向かってのお話がありました。元国際会

長藤井寛敏ワイズ・元区理事中田晴泰ワイズのプリ

ント・change!2022 ニュース・入会のしおりのプリ

ントなどで、大変熱のこもったお話を頂きました。

時間の関係で役員会にて討論との事。 

 

 
吉澤会長挨拶      吉野様講演             



 

Change 2022 での増田ワイズ熱弁 

9 月例会出席者 

吉澤 高野 中澤 井上 

              漆畑 増田 鈴木 樫村 

 

9 月役員会報告 

2019,9,19 

①  2019,9,29(日)  富士山部部大会について 

    富士駅発 7；34熱海行 下田着：9：52 

          登録者     7名  

②  2019,10,6(日)  富士山 YMCA大感謝祭 2019 

現地集合  9：00 

活動参加  10：00～15：00 

③  2019,10,20(日)  富士市福祉まつり 

     事務所      7：00集合 開会 9：30 

     活動参加   10：00～15：00 

④  その他 

   京都エーブル 30周年記念例会。早めに手配。 

    Change!2022について総論大賛成、各論は 

充分に煮詰まっておらず。 

出席者    吉澤 高野 小澤 井上 岩邊 

                        漆畑 中澤 増田 樫村 

富士山部部大会・下田クラブ創立 40周年記念例会 

2019年 8月 29 日  於 ホテル伊豆急 

 

    山田敏明東日本区理事を囲んで 

出席者   吉澤 小澤 井上 漆畑 

鈴木 中澤 増田 

   

                        

 

人口減尐について         市川 文彦  

 私が子供の頃は一学年２５０人位、生徒がいて１

クラス４０人のクラスで教室は狭く思う位で、放課

後は外でサッカー、野球など活発的にあそび、友人

宅では１つのテレビを５、６人で囲んでテレビゲー

ムをしました。私の子供は８歳、小学校２年生にな

りますが、1 学年、９０人１クラス３０人しかいな

く、学校に行くと尐子化なんだなと痛感させられる

時があります。 私の家の周りには、息子と同級

生の家はなく徒歩で１０分位の家の子が最寄り

の同級生の家になり、地区の子供神輿は人数

不足で、親が手伝うほどです。  

私の住んでいる地区でも、高齢者の割合が増え、

空き家も目立つ様になり、倒壊の恐れや火災が心配

で地区の会合等で議題等に上る事が度々あります。 

以前読んだ雑誌に１００年後には、人口が半分にな

る、と書いてありました、この問題を私自身が、何

か出来る物では無いのですが、私の子供、近隣の人

たちの事を思うと何か出来ないのかなと、思わされ

る事があります。 

 

 憧れの健康寿命 

がんとの共生  ブリテン担当  樫村好夫 

超高齢者・・・統計上は 2人に 1人はがんにかか

り、3人のうち 1人はがんで亡くなります。 

最近の性別・臓器別のがん死 

♂ ①肺 ②胃 ③肝 ④大腸 ⑤膵 ⑥前立腺 

マ イ タ イ ム 



⑦食堂 ⑧胆のう ⑨悪性リンパ腫 ⑩膀胱 

♀ ①肺 ②大腸 ③膵 ④胃 ⑤乳房 ⑥肝 

⑦子宮 ⑧悪性リンパ腫 ⑨卵巣 ⑩白血病 

厚生省が行っているがん検診 

① 肺がん…肺レントゲン撮影…以前から日本は結

核が多いためこの撮影を利用 

② 胃がん・・・胃レントゲン検査…最初は東北大 

学内科黒川先生が、昭和 22・23 年に宮城県農

村部農協を拠点にして開始。農村部は土着して移動

かないので統計がとりやすい。数年たつと手遅れの

がん患者がいなくなった。大学病院で診察する手遅

れの胃がんは全て都市部の患者。胃レントゲン検査

では、早期の胃がんは見つかりにくい。そこで群馬

県では昭和 32 年頃胃カメラによる検診を始める。

しかし検査をする医者が尐なく持続不能。 

検診は数多くの人を対象にするために、レントゲ

ン撮影でも仕方ないかと、思いますが、70歳の男性

で昨年の春に、13年間毎年胃検診を受けていたが異

常はなく、今年になって精密検査と言われ胃カメラ

を行ったところ、胃の硬性がんと判明,がんセンタ

ーで抗がん剤治療となった自験例がありました。硬

性胃がんは分かり難いがんで、検診病院に報告した

ところ、13年間のレントゲンのコピーを頂きました

が、一昨年まで異常は全く認められませんでした。 

③ 子宮がん…子宮がんは子宮頸がんと子宮体がん 

があり，子宮頸がんはスメアー検査、子宮体が

んは数も尐なく検査が困難。がんの中で唯一予防可

能なのが子宮頚がん・・・ヒトパピロウィルス（HPV）

感染→子宮頸がんのみが予防できるワクチンあり。   

約 10年前から中学１年～高校２年の女子が対象。

がん予防注射後の副作用のため中止、希望者のみ。

外国では日本のような副作用は尐ないとのこと。日

本の注射液か本人の体質なのか原因不明。 

④ 乳がん…超音波・マンモグラフィーによる検査。   

充実性乳房の検査の困難がクローズアップされ

てきた。 

⑤ 大腸がん…検便検査（免疫検査法による便潜血 

検査）陽性の場合、レントゲン検査か内視鏡検

査。以前は糞便に含まれるヘモグロビンで判定をし

ていましたので、肉や赤身の魚でも陽性と出ました

が、現在は免疫反応ですので、陽性と出れば本人の

血液ということになります。最近は、がんの治療を

しながら、働くことが目的となってきました。 

以上 

 

 

 

 

富士山 YMCAエコビレッジ      金井 淳 

 

 
富士山を背にバギーを楽しむ 

皆さまがこれを読むころには、無事に終了してい

ると思われますが、9月の富士山 YMCAは 10 月 6日

の「大感謝祭」の準備に追われておりました（お礼・

報告は 11 月号でさせていただきます）。今年度の

大感謝祭では、新たなアクティビティを導入しまし

た。その中でも注目は「富士山バギー」。近隣の団

体に依頼をし、富士山 YMCA の大草原を駆け巡りま

す。今後も地域の様々なリソースを使いながら、よ

り魅力ある施設にしていけるよう努めてまいりま

す。 

 

 

お  便  り 

みんなで参加・楽しく・盛り上げよう！  

メネット大歓迎 

①  京都エィブルクラブ 30 周年記念例会 

2020 年 2 月 15 日～16 日 

京都ホテルオークラ 

②      第 23 回東日本区大会 

2020 年 6 月 6 日～7 日 
ホテル日航ノースランド帯広 


