
国際会長主題   ともに、光の中を歩もう 

アジア会長主題  ワイズ運動を尊重しよう 

東日本区理事主題 広げようワイズの仲間 

富士山部長主題 活き活き仲良し富士山倶楽部 

富士会長主題   豊かな心で楽しい活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*富士クラブ 11月例会  

日時  2017年 11月 8日（水） 18：30～ 

場所  ホテルグランド富士 

受付     樫村好夫君  菊池初彦君 

司会            高野 亨君 

1.開会点鐘        漆畑義彦会長 

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        漆畑義彦会長 

1.ゲスト、ビジター紹介  漆畑義彦会長 

1.食前の感謝        増田 隆君 

1.落語 有賀亭旅の輔 

1.誕生日 

1.各委員会報告 

1.書記、会計、事務局報告 

1.出席率・スマイル報告 

1.閉会の辞         仲澤昭夫君 

閉会点鐘         漆畑義彦会長 

 

※11月誕生日 該当者なし 

 

 

 

在籍数 ２０名 出席数 11名 スマイル 11,000円 ＣＳ基金 1145円 

功労者 １名 出席率 57.9％ 同上累計 60,000円 同上累計 2,916円 

連絡主事 １名 ゲスト 名     

第３０期クラブ役員 

会長 漆畑 義彦  書記 高野  亨 

A副 増田  隆   会計 小澤 嘉道 

B副 小林  徹   監事 樫村 好夫 

監事 仲澤 昭夫 

巻 頭 言 

  がんとの共生    樫村好夫                                

 健康診断は、健康な時に目的をもって、調

べるもので、いろいろの症状が出てからは健

康診断ではなく、精密検査から始まり治療が

目的となります。10数年前まではがんに罹患

しても本人には最後まで告知されなくて、本

人は勿論のこと家族と共同でがんと闘うこと

が不可能となり、お互いに不幸な時代があり

ました。しかし現在ではがんに罹患しても本

人は勿論のこと、家族と一緒に病気の状態の

説明を聞ける時代となりました。また、「が

んと闘う時代からがんと共に生き、そして働

ける時代」となりました。患者さんにとって

も家族にとっても、今後の治療法について担

当医や医療スタッフの人達と納得のいくまで

話し合いができるようになりました（説明と

納得）。  

その結果、患者さんは勿論のこと家族の皆

さんにとりましても生活の質(QOL)の向上を

図れるようになりました。検診を受けて早期

発見・早期治療によりがんと言えども高い確

率で完治できる病気となりました。 

(次ページに続く) 
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これらについては厚生省で行っている５種類の

がん検診（肺がん・胃がん・子宮がん・乳がん・

大腸がん）の施行が大きな働きをしています。 

がんが根治できる時代となっても、矢張り「が

ん」ですから本人はあらゆることについて「お

ちこむ」ことがあることでしょう。がんと上手

に付き合うには「あわてない・あきらめない・

一人で抱え込まない」をモットーに、家族は勿

論のこと医療スタッフや周りの人と相談し味方

にすることが大切です。「皆さんと積極的に話

し合う事が重要です」 

日本は、世界でトップの長寿国ですが、一生

涯のうち 2人に 1人はがんにかかると言われて

います。がんと共生できて一生懸命に働いて寿

命を全うする人もいます。しかし、これには家

族の理解・協力は勿論のこと、職場での環境・

地域住民との交わりとやさしさが必要だと思い

ます。 

国の「がん対策推進基本計画」は進行がんで

終末期の医療について「がんの治療」と「緩和

ケア」とを同時におこない、患者と家族の「生

活の質」の向上に寄与しています。 

一人で抱え込まずにポジティブな考えで行き

ましょう。 

 

10月例会  ブリテン委員長 吉澤廣美 

漆畑会長が仕事のために欠席となり鈴木靖巳

直前会長が代役を務めました。昨年度の富士宮

クラブ会長吉川たける君が衆議院議員選挙に立

候補していますので支援しましょうと挨拶があ

りました。 

今回の卓話はメンバーのマイタイムアワーと

なりました。 

高野君 ワイズメンバー吉川たける君の健闘を

祈る。頑張ろう！ 

増田君 富士市に国会議員がいないとダメ！

新々富士川橋建設も進まない。電気自動車にも

触れ、電力事情やバッテリー廃棄問題などが解

決していない。水素自動車は理想だが水素充填

所が拡がらない。 

樫村弘子君 お茶会が 11/26（日）にあります。

来場してください。 

樫村好夫君 今は 2人に 1人がガンになる時代

です。血液型とガンとの関係を研究している学

者もおり、ガンの部位によっては血液型による

傾向があるそうです。 

仲澤君 今回の衆議院選挙は報道によると自民、

公明で 290～300はいきそうだ。若い人の票が読

めないが小池ブームは起きそうにない。 

小林君 児童施設ひまわり園を訪問して事情を

聞いた。3 才～高校卒、仕事に着くまで園で生

活している。貧困、虐待などで親と一緒に暮せ

ない子が多い。高校に入ると一人暮らしに備え

て資金を貯めるためにアルバイトを始める。あ

る子は高校を卒業してから仕事に着き貯金もで

きた頃に、親が現れて一緒に住み始めた。その

矢先、現金も預金通帳も親が持って行った。親

も信用できない、人間不信に陥った。そんな事

もあったようです。 

岩辺君 子供は親を選べない。「生きる」を大

切に。 富士市は製紙の町だが製紙が低迷して

いる。ナノセルロース技術を生かしてほしい。 

吉澤 健康のためにウォーキングをしている。

理想体重になる。維持するためにがんばる。 

次田君 茨城の日立に実家があり、母親は 96

才、嫁の親も 96才、女性は長生きだ。中井パー

キングでの駐車を注意された怒りで、高速の追

い越し車線に車を止めさせ、事故に合い、両親

が亡くなった事件があった。なんとかならなか

ったのか。命を大切にしないと。 

小澤君 今、電気自動車ＥＶ車に乗っている。

280ｋｍ走ると言われているがいろいろな条件

が加わるので実際のところ 180ｋｍである。車

自体のＣＯ2 は出ないが発電に火力や原子力を

使うなど核の処理もままならない状態で本当に

地球のためか？ 

鈴木 30周年委員長 メンバー全員が 30周年事

業に関わり協力していただかないとこの一大イ

ベントは乗り切れない。よろしくお願いします。 

 

 

10月誕生日の岩辺君、次田君（鈴木直前会長） 

 

 

 



10月役員会報告   書記 高野亨 

2017年 10月 18日  

① 11 月の役員会は通常の第 3 水曜日には行な

いません。第 4水曜日の 11月 22日（水）に

おこないます。 

② 富士ワイズメンズクラブ事務所にインター

ネット回線をとりいれる事に決定いたしま

した。 

 

誌上マイタイム 

ふ富士市誕生 50年   小林徹 

富士市が 2市 1町合併して 50年になります。

旧富士市、吉原市，鷹岡町が 1市のなった訳で

すが、広範囲の為、いまだにまとまりの無い不

便な町だなと感じています。 

以前はにぎやかだった商店街もシャッター街

になり、人通りも無いさびしい街になっている

状況で、何年も前より商店街の活性化に市役所、

商工会議所等が取り組んでいますが、小手先で

の施策のせいか解決するに至っていません。街

はどんどん古くなり、建物も築 50年を超えてい

るものが大半となって来ています。ビルの所有

者も高齢になっていたり、共同ビルで立て替え

もままならない物だったりと悪条件ばかりの様

です。 

この様な商店街ですが、若者が夜の飲食店を

賃借して開店する動きがあります。目先的に夜

のにぎわいを出す動きになりますが、将来の街

の展望が見えない状態です。 

そんな中で最近、感動したキャナルシティ博

多を紹介いたします。キャナルシティ博多は博

多駅より 1ｋｍ程の場所で、すぐ横には那珂川

があり中洲の近くに位置しています。九州の一

企業が 13,000坪の土地に 1996年開業運営して

いる複合商業施設でショッピングモール、映画

館、劇場、アミューズメント施設、2 つのホテ

ル、ショールーム、オフィス等、他業種業態が

軒を連ねています。人工的に造った幅約 10ｍ長

さ 180ｍ程の運河を中心にカラフルな近代的商

業ビルを建て、運河の周りには大樹やベンチ、

テーブルが置かれ遊歩道となっています。定期

的にイルミネーション噴水ショーがあり、他に

水辺のステージでは毎日さまざまなイベントや

音楽ライブが行われています。この様な施設は

国内でも余り無く、博多でも人気の場所で毎日

にぎわいを続けています。 

富士市第 37回市民福祉まつり 

であい ふれあい わかちあい ～来て 見

て 遊んで 参加して～ 

富士クラブは毎年、福祉まつりに参加していま

す。今年は雨で大変でしたがＹＭＣＡテントが

大活躍しました。自分で作る綿菓子、バザー用

品、新古本の販売を行ない、収益金を寄贈しま

した。 

 

 

 
 

 
 

 


