
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*富士クラブ 11 月例会 

日時  2018年 11月 14日（水） 18：30～ 

場所  ホテルグランド富士 

 富士市平垣本町 8-1 TEL0545-61-0360 

受付      仲澤昭夫君 吉澤廣美君 

司会            漆畑義彦君 

1.開会点鐘         増田隆会長 

1.開会の辞         高野 亨君 

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.ゲスト、ビジター紹介  増田 隆会長 

1.食前の感謝        樫村好夫君 

1.卓話 富士市西消防署 

応急救護訓練（AEDの使用法を中心に） 

1.誕生日 

1.委員会報告 

1.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         菊池初彦君 

1.閉会点鍾        増田 隆会長 

※11月誕生日  該当者なし 

 

 

在籍数 16名 出席数 12名 スマイル 12,000円 ＣＳ基金 1,256円 

功労会員 １名 出席率 80.0％ 同上累計 85,000円 同上累計 6,620円 

連絡主事 １名 ゲスト 名 ビジター 12名 計 22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 
酒の流行（はやり）  次田升勇 

昭和 40 年代の酒の流行はウイスキーに限り飲

み方はストレート、オンザロック、ハイボールと

決まっていた。私が東京のホテルバーに勤務して

いた時期である。輸入ウイスキーはもとより国産

ウイスキーも同様な飲み方をしていた。ところが

いつのまにか水割りという飲み方が流行し始め

た。このスタイルは国産ウイスキーの会社が特に

力を入れ始めた日本だけのスタイルである。ちな

みにウイスキーの本場であるスコットランドで

は現在もストレートがほとんどである。 

それからは飲食店ではウイスキーやブランデ

ーのボトル売りが始まり、輸入ウイスキーやコニ

ャックブランデーなど当時はかなり高額な商品

だった為、より安価な国産洋酒が売れ始めた。当

時ジョニーウォーカー黒が 10,000円、赤が 5,000

円、ヘネシーVSOPが 12,000円、サントリー角瓶

が 1,400円、オールド（だるま）が 1,900円、の

時代であった。 

昭和 50 年代になると生活水準の向上などがあ

り、後半頃から輸入洋酒の関税の引き下げなども

あって、かなり安価で売られるようになった。60

年代、平成になってはアサヒスーパードライが発

売され生ビールが流行り、 （次ページに続く） 
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その後はカクテルのトロピカルドリンクが、

そして日本酒と移ってきた。新潟三梅、久保

田などである。その後平成 10年頃より焼酎の

ブームがやってきて現在も続いている。 

 ただ 4年前に NHK朝ドラにてニッカウヰス

キー創業者竹鶴政孝物語が半年に渡って放送

され、その影響なのか少しだけウイスキーの

ブームがやってきた感があります。いずれに

しても酒の流行と女心は時代が変わってもわ

からないものですね。 

 

誌上マイタイム 

古紙は街の森林資源   菊池初彦 

ワイズの皆様知っていますか？古紙のこと

を？ 

古紙利用率目標は平成 32 年度までに 

65％を達成することになっています。経済産

業省は、紙のリサイクルを促進していくため

には消費者、地方自治体、回収業者や製造事

業者等の幅広い関係者が一体となったリサイ

クルに取り組む必要があるとし、関係者に協

力依頼がなされています。紙リサイクルの基

本は古紙品質の維持・向上であるとして、排

出先における分別の強化・禁忌品の除去、流

通段階での選別の徹底、古紙回収量・回収率

と古紙消費量・利用率の向上を図ることが大

切です。国内発生量は依然として国内使用量

を上回る状況が続いており、輸出に頼らなけ

れば古紙需給の安定が図れない状況に変わり

はありません。 

古紙需給推移によりますと 2018 年１～7 

月計古紙全体で入荷 9,713,940ｔ（対前年同

期比 98.9％）消費 9,895,454ｔ（対前年同期

比 99.8％）です。しかしながら、国内古紙の

発生量自体は減少傾向が続いています。新聞

古紙については、新聞用紙生産の減少傾向が

本年も続いており、市中の新聞古紙発生量も

残減しています。新聞古紙の絶対的不足感が

表れています。雑誌古紙も同様に発生の減少

が顕著です。段ボール古紙もタイトな状況で

す。海外へは中国(34.8％)をはじめタイ

（5.0％）、ベトナム（4.8％）、台湾（4.7％） 

等に輸出しております。しかし輸出の多くを

納める中国の影響を本年も受けております。 

一方家庭紙原料の現状ですが、近年の用紙

生産の減少、出版物の落ち込み等により、産

業古紙は現象の一途をたどっていますが、オ

フィス古紙や機密書類の回収増によってよう

やく需給が保たれている状況です。当組合に

は今ゴミ化している雑紙等および機密古紙の

回収増を図る必要があると考えています。 

また、ここ数年来、多発している古紙の抜

き取り行為について報告致します。業界では

自治体の要請にもとづき GPS を使ってその

経路を明らかにし、抜き取られた古紙を購入

している問屋名を公表し、抜き取り行為撲滅

に取り組んでいます。また、その他紙につい

ての統一化を進めております。また、今後の

古紙状況に対応するために子供たちへの教育

も必要です。私たち組合として今、リサイク

ルへの理解を含め、資源循環型社会の実現に

向けて再資源化のための必要性と理解を学ぶ

ため、小学校 4～5年生を対象に静岡県内にお

いて出前講座を進めております。本年は、県

内 13校で計画しています。私もリサイクルア

ドバイザーとして参加しています。 

この活動をより効果のあるものにするため

には、製紙メーカーの皆様のご協力が不可欠

であります。どんな難しい状況が来ても、日

本の古紙は世界一であるという自覚を持たな

ければならないと考えます。どうぞワイズの

皆様古紙を大切に！新聞・本をもっと読みま

しょう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

登録費 

 

 

「富士山部 部大会」のお知らせ 

2018年 12月 1日（土） 

部会 11：00 懇親会 12：15～13：45 

ニューウエルサンピア沼津 

登録費 6,000円 

 熱く語ろう！ みんなで話そう！ 



マイタイム（10 月例会） 

 

高野亨 体調を崩して肺炎に

なり、タバコが原因との事で

禁煙に挑戦している。以前は

10 年間止めていたが、太って

きたのでダイエットの為にま

た吸ってしまった。今回は頑

張るとメンバーの前で誓う。 

 
井上暉英 寄る年波には勝て

ず、足がスムーズに出ない。

いつもは私が家内の前を歩い

ていたが、この頃では私が後

ろを歩いている。いろんな所

を見て回りたい。ベトナムに

行ったので今度はアラスカへ 

 

次田升勇 ハワイに娘と従業

員と 4 人で行ってきた。帰り

のゲートが大変に混雑してい

て、搭乗券を持っている者が

優先と知らずに乗り遅れそう

になった。皆さん気を付けて 

 

小澤嘉道 大工です。台風 24

号の修理に追われている。仕

事が重なって忙しい。家を建

つのに半年、長い時には 3～5

年位折衝している。健康には

気を付けてください。 

 

菊池初彦 台風 24号の影響で

清水町の倉庫のスレートが飛

んだ。停電にもなり、困った

のは秤が使えないこと。文明

の弱いところをさらけ出した 

 

岩辺富雄 年齢を重ねてきた

が最近粘り強さが無くなった

ように思う。以前は仕事面で

も視野が広がっていたが、今

はあまりない。ワイズ活動は

粘り強く頑張りたい。 

 

 

 

 

鈴木靖巳 今、76 歳。粘りが

無くなり、“なにくそ”の気

持ちが薄れている。「まあい

いか、まあいいか」が多くな

った。気張らずワイズを皆と

一緒にやっていきたい。 

 

樫村好夫 ウオーキングの途

中、野の花を一輪つまんで水

の入ったポリに入れて持って

来る。一輪挿しに挿す。いろ

んな草花があり、紫露草は花

が落ちても、葉、茎は一週間

持つ。これからも続けたい。 

 

仲澤昭夫 静岡県の女傑「い

ぶし銀の女たち」に出てくる

富士市の戸塚八重女史に興味

がある。戦後甥、姪 3 人を育

て、富士ドレスメーカー（ド

レメ）を創業した。子供の定

期券の代わりに縫った服を差

し出した。そんな人物を詳し

く知りたい。 



 
漆畑義彦 富士市の火力発電所の電気は中部

電力に行っている。工場は停電で急に電気が止

まると困るので 30 分は回るようにバッテリー

を備えている。近年では 2回作動した。製紙は

紙の寸法を 1000分の 1まで測り、切り口は 1000

分の 2まで精査している。 

 
吉澤廣美 今日は 10月 10日、1994年、東京オ

リンピック開会式の日。当日は前夜の雨が嘘の

ように上がり、正に日本晴。女子バレーボール

は金メダル。今のバレーボールと比べるとママ

さんバレーのように見えるが・・・クラスの体

育委員長でオリンピック種目をまとめて教室

に貼った記憶があります。 

 

増田 隆 著名人が講師で来る富士市民大学

に申し込んだ。東国原英夫氏などが講師で文化

会館中ホールが老若男女で満員です。夫婦連れ

が多いです。勉強しています。ロータリークラ

ブ、ライオンズクラブ各 5 クラブ、ワイズは 1

クラブ、富士市にワイズをもう一つ作りたい。

願望です。 

 

 

 

 

 

１０月役員会報告  書記 井上暉英 

出席役員：増田会長、井上、岩辺、漆畑、樫村 

仲澤、吉澤 

確認報告事項 

11月の卓話について 

  富士市消防署職員による救急介護のＡＥ

Ｄの扱い方法 緊急介護各種等 

討議議題 

1.富士市福祉祭りについて 10月 21日（日） 

参加者は８時に開場に集合     

祭典終了後、岩辺君のお店でご苦労さん会

を行ないます。会費 3,000 円となります。 

2.日帰り親睦会  親睦委員長鈴木君より       

参加者が 10 名以上になりましたので、田

貫湖の国民休暇村に行きます。参加者は 9

時 30分までに樫村君の駐車場に集合。 

3.富士山女子駅伝ボランティア参加の件   

12 月 30 日開催になります。市立体育館前

のコースの清掃を前日にお願いいたしま

す。増田会長より後日連絡します。 

4.富士山部部大会   

台風のため開催できませんでした部大会 

は 12 月 1 日に変更になりましたが、再度

出欠の確認を後日いたします。時間等は同

じです。テーマは「ワイズについてみんな

で語ろう」です。 

5.10 月 29 日（月）の御殿場クラブ主催チャリ

ティー寄席開催について  

当日参加できる会員に駐車場の係りの依 

頼がありました。よろしくお願いいたし  

ます。    以上 

 
10月誕生日の菊池君（会長）岩辺君 



富士市市民福祉まつり 

10 月 21 日（日）快晴、福祉まつりが中央公

園西側イベント広場で行われ、我がクラブは例

年通り“自分で作る綿菓子 50 円”で参加しま

した。綿菓子機も修理したかいがあり、順調に

5 時間休みなく回ってくれました。約 250 名の

お客さんがあり、収益金は福祉まつり実行委員

会に寄付しました。 

 

 

 

 

 行列ができるほど大盛況でした 

のんびり日帰り懇親会 

田貫湖休暇村 

芸術の秋、読書の秋、体育の秋そして食欲の

秋、季節到来です。親睦委員会企画の散策し入

浴し食べて飲んで語らいの秋をのんびりと過

ごし、大変に美味しい素晴らしい料理を食べて

来ました。ワイズの活力になります。 

 

 

ホテルからの田貫湖。本来ならば奥に富士山、

今日は見えずちょっぴり残念。湖畔に 3.7㎞の

散策路があり、良い運動になります。その後、

温泉につかり一杯やる。最高です。 

 

 

美味しい料理に舌鼓、話も弾みました。 

 

 

この日は他の行事と重なり少し寂しい人数

でした。赤ら顔のメンバーが 2,3人います。 

 


