
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 3月例会 

日時  2019年 3月 13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      岩辺富雄君 漆畑義彦君 

司会            鈴木靖巳君 

1.開会点鐘         増田隆会長 

1.開会の辞         樫村好夫君 

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        次田升勇君 

1.卓話 県立富士特別養護学校 佐藤公平様 

「障害をもつ生徒が活躍する姿」 

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         市川文彦君 

1.閉会点鍾        増田 隆会長 

 

※3月誕生日 3/30 河合重三君 

2月例会 

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 

  情けないわたくし、今日この頃 

              書紀 井上暉英 

増田会長のもと書記を務めていますが、本来の

書紀の仕事を完全に遂行できない状態が続いて

います。自分自身情けない日々を送り、自己嫌悪

の状態です。すべての事に対して適応能力のない

ことに、仕方がない年だからと言い聞かせていま

す。  

今年 75 歳になりますが、個々によって状態は

異なりますが、昨日の事の記憶がすぐに出てこ

ず、40 年前の記憶はすぐに出てきます。女房に

昨夜の食事は何であつたか、質問されすぐに出て

きません。すごく反発しながら懸命に思い出すこ

とを努力する今日この頃です。年と共にかなりの

事に対応が鈍くなり、イライラが多くなり、以前

は女房とともに歩くとき、かなり速度をセーブし

ていましたが、今はしつかり於いて行かれる状態

です。 このような日々を送る状態に情けない気

持ちで虚勢を張る私です。  

ワイズも皆様、今後ともよろしくお願いいたし

ます。 
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富士クラブ 2月例会報告 2/13 

例会に先立ちまして 3/2（土）～3/3（日）

に開催されます中学招待サッカー大会の運営

費 24万円を星野宗太先生に預けました。 

 

 

卓話は保健師の新藤千津子様に富士市のお

達者（健康寿命）について話してもらいまし

た。 

健康寿命とは健康上の問題で日常生活が制

限されることなく生活できる期間のことで、

静岡県は男性 72.63歳（全国 6位）、女性 75.37

歳（13位）で年々下がって来ています。 

お達者度とは 65歳から元気で自立（要介護

度 2 まで）して暮らせる期間で、男性約 18

年（83歳）、女性約 21年（86歳）だそうで

す。データに負けずに頑張りましょう。 

 

2月役員会報告   書記 井上暉英 

出席者 増田会長 井上 菊池 吉澤 小澤 

漆畑 岩辺 樫村 高野 鈴木 仲沢各役員 

報告確認事項  

1. ＢＦ使用済み切手発送の件  

総計 1524グラム東日本区に送る 

２.加島の郷 車椅子清掃手入れ報告 

 議題 

１．第 22回東日本区大会について 各自それ

ぞれ参加等の登録をしてください。後日各位

に登録確認 どのように会場に行くか確認の

連絡をいたします。 

２．第 25回中学生サッカー大会について 

 3月 2日～3日 富士川河川敷にて開催 

大会の準備について 当クラブが用意する物、 

テント、机、椅子、得点版、ワイズのぼり拡

声器。2 日初日 7 時ワイズ事務所集合 荷物

運搬  7 時 30 分会場集合 テント張り等 

会場準備 9時 00分 開会式開始 最終試合終

了後テントの脚をたたみ解散 

3日 7時 30分グランド集合 テント立ち上げ 

4時 30分 閉会式 終了後優勝チームと記念

撮影後かたずける。 

その他         

１．次期富士クラブ役員について 

次期会長吉澤ＹＳより 書記高野ＹＳ会計小

澤ＹＳの報告あり        

２．東日本区メネツト基金を送付する。 

３．特別支援学佼サツカー大会について  

裾野 時之栖の運動場にて開催される 2/23

その時の報告等を兼ねて 3月の例会の卓話と

して佐藤先生のお話を予定する。    

4.増田会長より現在ワイズの預金の意義のあ

る使用方法を会員で考えたら如何であるかの

投げかけがありました。 

 

加島の郷 車イス点検・清掃活動 

2/17（日）入所者の使用する車イス点検・清

掃作業を行いました。 

 

 

 



誌上マイタイム 

高野 亨 

以前、マイタイムで名古屋へ出張のおりに、

熱田神宮へ行ったお話を書かせて頂きました。

日本武尊や草薙剣について、また、織田信長

との深い関わり等でした。その熱田神宮の隣

に、大変に立派な秋葉神社がありました。規

模は段違いでしたがまるで対抗意識でもメラ

メラと燃やしているかの様でした。 

後日、秋葉神社の総本宮が静岡県内あると

の情報を得ましたので、さっそく参詣に行き

ました。そこは浜松市天竜区春野町の秋葉山

に鎮座しています。秋葉山に入ると車がすれ

違いできない山道を 8ｋｍ程登った所に、樹

齢何百年もの多数の杉の木に囲まれた神秘的

な雰囲気の石段のジグザグみちを登り、まさ

に御神体が宿る山として古来より崇敬された

頂上に社殿が建立されておりました。主祭神

は火之迦具土大神（ひのかぐつちのおおみか

み）で日本という国土を作った伊邪那岐と伊

邪那美の間に生まれた神の子であり、火を司

る神とされるそうです。 

秋葉神社が名実ともに全国区の神社として

台頭したのは江戸時代に江戸っ子からの圧倒

的な支持を受けたからだそうです。火事と喧

嘩は江戸の華と言われる様に、江戸が火災の

多発した都市だった事が理由で、火事の災い

から脱がれるため、頼られたのは神仏で、ま

さしく神頼みでした。こうして、火伏の神を

祭神とする秋葉神社への信仰が江戸で高まり、

秋葉講を結成し順番でお詣りする様になった

そうです。 

明治 2年末に、現在の秋葉原駅東側が大火

にみまわれ、1100戸が焼失しました。東京府

は火災がおきた時、それ以上延焼させない為

に焼失した地域を取り上げて火除地としまし

た。その中央に鎮火神社を創建され、東京の

人は鎮火神社を秋葉大権現が勧請されたと思

い秋葉さんと呼び、火除け地に指定された焼

け野原を秋葉の原（秋葉原）と呼ぶ様になっ

たそうです。 

熱田神宮へ行き、ちょっとした事から秋葉

神社へ行き、調べているうちに、今では世界

的にも知名度の高い街、東京の秋葉原＝アキ

バの由来に辿りつきました。 

 

2つのサッカー大会                     

ユース委員長 増田 隆 

 ２月と３月に２つのサッカー大会を支援、

主催しました。1 つ目は２月２３日に静岡県

東部地区特別支援学校のサッカー大会です。

裾野市の時之栖スポーツセンターに於いてＡ，

Ｂのカテゴリーに 11チームが参加し、リーグ

戦で熱戦が繰り広げられました。富士クラブ

は今年で２回目の支援です。これからもでき

る限りの支援を続けていきたいと思います。2

つ目の大会は 3 月 2 日、3 日に開催された恒

例の「第 25回富士ワイズメンズクラブ杯争奪

富士市中学生招待サッカー大会」です。富士

川河川敷グランド他で富士市内中学校 16 チ

ーム、県内の強豪 16 チームの 32 チームが 8

ブロックによる予選リーグと順位決定トーナ

メントを繰り広げ、優勝は藤枝明誠ＳＣ、準

優勝は東海大翔洋中学校、そして 3位は富士

市立岩松中学校と御殿場单中学校でした。特

に 2日目は朝からあいにくの雨模様でしたが、

参加各チーム若さ一杯のプレーで雨などを吹

き飛ばし大会を盛り上げ無事終了しました。

富士クラブのメンバーの皆様 2日間ありがと

うございました。 

 

開会式 

 



 

開会式 「整列！！」 

 

 

雨、風防ぐテント 

 

 

優勝 藤枝明誠 SC 

 

 

準優勝 東海大学翔洋中学校 

 

 富士市サッカー協会 髙田稔様の講評 

 「今日の雨、寒さの経験が次に生きる」 

 

優勝、準優勝の健闘を称えあう記念写真 

 

ワイズメンバーを交えての記念写真 

 

 

地域奉仕事業委員会 

クリーン大作戦 

2019年 4月 14日（日） 

午前 10時～ 

ロゼシアター～市役所前通り 


