
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・富士宮クラブ合同納涼 8 月例会 

日時  2018年 8月 8日（水） 18：30～ 

場所  富士パークホテル 

 富士市伝法 2515-1 TEL0545-53-8585 

受付      井上暉英君 小澤嘉道君 

司会            市川文彦君 

1.開会点鐘         増田隆会長 

1.開会の辞         金井 淳君 

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.    富士宮クラブ  山本昭宏会長 

1.ゲスト、ビジター紹介  増田 隆会長 

1.委員会、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 富士宮クラブ  伊藤一芳君 

1.閉会点鐘 富士宮クラブ 山本昭宏会長 

納涼会（司会 鈴木靖巳親睦委員長） 

食前の感謝  菊池初彦君 

乾杯     井上暉英君        

※8月誕生日（富士宮）8/23佐野加奈君 

8/23小林隆司君 

 

 

在籍数 16名 出席数 11名 スマイル 51,000円 ＣＳ基金 531円 

功労会員 １名 出席率 73.3％ 同上累計 51,000円 同上累計 531円 

連絡主事 １名 ゲスト 3名 ビジター 43名 計 57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 
転ばぬ先の杖     鈴木靖巳  

異例の台風（異例の進路）12 号の接近に対す

る事前準備が富士市広報無線で 3 月 27 日（金）

に流れました。また、最近は気象庁発表がこれま

でに経験したことのないような、と云う言葉で大

雨注意のテレビ会見発表があります。 

近年は、各地で土砂災害や大水害があり、その

たび多くの方々が家屋が流されたり、また命を失

っています。富士市に住んでいる私たちは地震に

対する意識は高く常日頃、耐震補強工事や家具転

倒防止と物資の備蓄など準備していますが水害

対策には、いまいちのようにおもわれます。昔は

床上浸水くらいではなかったのではないでしょ

うか。最近では背たけ以上また、山崩れに家屋の

倒壊など少し前には想定できないような大災害

が起こっています。 

富士市では年 2 回防災訓練を実施しています

が地震に対することがほとんどのように思われ

ます。地域の防災に携わる一員として経験したこ

とのない様な大雨に対する対策、訓練を検討して

いきたいと思います 

命は自分で守ると云う意識をもつと共に今一

度災害について色々な角度から「転ばぬ先の杖」

を考え直さなければならないと思います。 
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7月富士・富士宮クラブ合同初例会 

今回の卓話は富士宮高校会議所の時田定則事

務長、遠藤裕太会頭、松平桃香副会頭に「高

校会議所の活動を全国に」のテーマで語って

もらいました。 

富士宮市内の高校生が連携し、高校生の視点

で地域振興・ビジネスの手法を実践から学び、

進学や就職に向けての学習意欲の増進と共に、

地域における人材育成を目指し、全国の高校

生の仲間を募りたい。 

 

 

 

支援金贈呈 松平桃香副会頭、渡邉実帄部長、

遠藤裕太会頭 

2018～2019 富士山部第 1回評議会 

 
富士山部メネット委員選出の件は継続審議と

なる 

7月役員会報告   書記 井上暉英 

出席者 増田会長、井上、漆畑、小澤、樫村、

金井、高野、仲澤、吉澤、各役員 
報告確認事項 
① 7月 1日社会を明るくする運動参加 増田

会長、井上書記、菊池会計の 3名参加。  
今後メンバー各位の参加を希望致します。 

② 30周年記念誌配布の件 富士山部各クラ
ブ全員に配布し、さらに京都エイブルクラ
ブ各位にも配布 

③ 富士山部各クラブ初例会参加者の確認 

協議事項の議題 
① 台湾 YMCA研修生受け入れについて 

金井担当より報告あり。2 名の女子研修
生を本日（7/17）横浜に迎え、その後の
7/22（日）14：00～20：45、富士中央公

園に集合し各種スケジュールを行う予定。 
メンバーの出席の確認後各位に連絡する。 

② 8月納涼例会について 

富士宮クラブと合同納涼例会を 8月第 2
水曜日 18：30よりパークホテルで開催す
る。小澤ドライバー委員長が富士宮クラブ
ドライバー委員長と相談し各位に連絡し
ます。会費は 5,000円の予定。 

③ 富士山部のメネット会（第 1回富士山部役
員会議案より）について 

富士クラブの方向としては協議の結果、現
時点に於いては無理であるが以後可能で
あれば参加する予定である。 

その後 会費納入について 現在 5名のみ、
各位の振り込みをお願いしますとの報告あり。 

 

富士まつりにディズニーパレード 



誌上マイタイム 

よき友に感謝    書紀 井上暉英 

 日本大学農獣医学部を昭和 43年（1968年）

卒業してすでに 50年が経ちました。卒業後す

ぐに同窓生だけの獣友会を立ち上げて、以後

適時のクラス会が開催されています。これ以

外に獣医科卒業者だけで静岡県の角笛会があ

り、毎年大学より先生にきていただき総会が

開催されています。色々の情報や勉強会、研

究発表などかなりの高度の時間を楽しんでい

ます。 

 これ以外に日大卒業者の桜門会静岡県支部

があり、色々な集まりが開催され、かなり忙

しい時間を過ごしています。しかし、これら

の集まりの会はすべて会員の殆どが知れてい

ますので、非常に仲間意識が強く、詮索の必

要性がないので気が楽に友達関係を保つこと

ができます。  

 子供の時、小、中、高校とその当時の同窓

生との人間関係はさらに、その家の事からほ

とんどを知っていますので、さらにいい友達

関係を続けることができます。私自身いまま

で、このようにして自分の人間性、そのほか

を作り上げてきてもらいました。これからも

それらの事を大切にして残された人生を楽し

んでいきたいと思っています。友達に感謝 

感謝 感謝 

 

台湾 YMCA研修生との交流会報告書  

ユース委員長 増田 隆 

7月 22日（日）恒例となりました富士山

YMCA に研修に来ている台湾 YMCA の研修生と

富士クラブの交流会が開催されました。猛暑

の午後 2時に増田ユース委員長が研修生 2名

を富士山 YMCAに迎えに行きました。名前は林

さんと廖さんで、２人とも女子大生です。日

本語は日常会話程度は話せました。 

富士まつり会場に到着し、井上ワイズと合

流して祭り会場を見学して歩きましたがこの

暑さにはかなわず、テントのあるステージ会

場に異動しました。ここではかぐや姫コンテ

ストをやっていて、丁度クィーンが決まり表

彰式を見る事ができました。彼女らにかぐや

姫の由来を説明しましたがよく分からなかっ

たようでした。私の説明が下手のせいもあり

ますが・・・。４時に懇親会場の海郎小屋に

行き樫村、吉澤、鈴木ワイズと合流し親睦を

深めました。特に白いお酒、どぶろくに興味

がありそうなので少し飲みましたが口に合い

そうもないようで、顔をゆがめていましたが

桜えびのかき揚げはおいしそうに食べていま

した。 

ディズニーパレードの時間が近づいたので

楽しい懇親会をお開きにしてまだ日中の厳し

い暑さが残る市役所前通へ場所取りに向かい

ました。すでに多くの人で埋め尽くされてい

ましたが何とか前の位置を確保して素晴らし

い、楽しいパレードを見る事ができました。

しかし何と凄い人出だろう、富士市の老若男

女全員がこの市役所前通り集まったようでし

た。ディズニーは誰にでも愛されるのだな、

と改めて感じました。その後花火会場へ移動

し（移動も大変でなかなか前に進めません）

桟敷席で約１時間、真上に炸裂する豪快な花

火に歓声を上げて見学しました。 

２人は連日の富士山 YMCA での奉仕活動で

疲れ気味のようでした。短い時間ではありま

したが、今日の交流会で明日の英気を養って

もらえたら幸いです。途中から駆けつけた金

井ワイズが富士山 YMCA まで無事送り届けて

くれました。猛暑の中、参加くださいました

メンバーの皆様、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台湾 YMCA研修生の林さんと廖さん 


