
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 6月例会 

日時  2019年 6月 12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      井上暉英君 市川文彦君 

司会            仲澤昭夫君 

1.開会点鐘         増田隆会長 

1.開会の辞         次田升勇君 

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        金井 淳君 

1.役員引き継ぎ 

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         高野 亨君 

1.閉会点鍾        増田 隆会長 

※6月誕生日  6/29 増田 隆君 

6/30 仲澤昭夫君 

 

5月富士クラブ例会 

在籍数 16名 出席数 12名 スマイル 13,000円 ＣＳ基金 615円 

功労会員 １名 出席率 80.0％ 同上累計 108,000円 同上累計 8,880円 

連絡主事 １名 ゲスト 名 ビジター 渡邉部長 1名 計 13 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 
   食品ロス     会長 増田隆 

 先日開催された第 22 回東日本区大会の晩さん

会で気が付いたことですが、私たちの廻りのテー

ブルに空席が目立ち、美味しい料理がぽつんと置

かれていました。その時、頭に中に環境分野で初

のノーベル平和賞を受賞したケニア人女性、ワン

ガリ・マータイさんが現れました。「もったいな

い」と叫んでいました。マータイさんが 2005 年

来日の時に感銘を受けたのが「もったいない」と

いう日本語でした。彼女はこの美しい日本語を環

境を守る世界共通語「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」とし

て広めることを提唱しました。こうしてスタート

したＭＯＴＴＡＩＮＡＩキャンペーンは、地球環

境に負担をかけないライフスタイルを広め、持続

可能な循環型社会を目指す世界的な活動として

展開しています。日本から生まれた「もったいな

い」が今世界中に広まっています。 

晩さん会の時の余り物がなんともったいない

事か。最近新聞やテレビで「食品ロス」が話題に

なっています。私はコンビニなどの恵方巻き廃棄

の映像をもったいないなあ、と思いながら見た覚

えがあります。日本では、食べられるのに捨てら

れてしまう食品の事を「食品ロス」というそうで

す。（次ページへ） 
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この件の資料によると、日本中の売れ残り、

期限を超えた食品の廃棄、食べ残しなどの本

来食べられたはずの可食部分（食品ロス）は

世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食

糧援助量を大きく上回る量だそうです。そし

て、その約 45％が家庭から出るゴミだそうで

す。平成 29年度富士市の調査によると、家庭

から出る生ごみの中にも、手付かずの食品が

たくさん含まれていて、何と年間で、約 1,250

トン、1世帯当たり約 12Ｋｇも捨てられてい

るそうです。びっくりです。私たちひとりひ

とりの心がけが食品ロスの削減につながるの

ではないでしょうか。買いすぎや作りすぎに

心がけて、マータイさんの「もったいない」

の精神を子供たちや周りの人達に伝えていか

なければならないと思います。このような小

さな運動を各クラブがとりあげ、キャンペー

ンとして展開することにより会員減少に苦慮

するクラブの起爆剤になればいいなあと思い

ます。そしてこの運動が東日本区に広がり世

界にも広がれば素敵なことですね 

 

５月役員会報告 5/15  書紀 井上暉英 

報告事項 

第 31 期 富士クラブ総会について 6/26

（水）富士樟泉閣 詳細については 6月役員

会にて 

議題 

令和元年に入り今後の富士クラブ各種の問

題点について ワイズが抱える諸問題 東日

本区アンケートより多くの問題点があげられ、     

例えば社会や時代の変化、個人の好みの多様

化、価値観の多様化、高齢による活力・行動

力の低下、人間関係、ワイズの認知度が低い、

閉鎖的・内向的、キリスト教的言動・儀式等々

色 々 な 今 後 の 我 々 の 向 か う 方 向 性 が      

上げられ、これらをもとに次の事が討議され

ました。 

会員増強について 若い世代の増強はなか

なか難しい状況で、すでに仕事をリタイアし

た人たちにアピールする。しかし、いきなり

ワイズ入会を話してもかなり難しい。そこで

準会員、サポート会員、フレンドリー会員と

して富士クラブの各種事業への参加、援助を

お願いし、ワイズを充分に理解しその後正式

に入会してもらう等々の意見が出ました。例

会参加での食事代金のみいただく。年会費に

ついては今後の課題となる。 

次期よりのワイズ事務所について 今後レ

ンタル事務所や資材置き場等について探して

みることになりました。 

７月の富士宮クラブとの初例会 富士宮ク

ラブが担当で会場は仲澤次期ドライバー委員

長より今後連絡があります。 

東日本区大会について 各自個々で参加申

し込みしてください。現時点で富士クラブよ

り参加予定者は７名です。     

 5 月例会報告 5/8（水） 

富士クラブ 5月例会は渡邉実帆富士山部部

長が富士クラブを訪問され華やかで締まった

例会になりました。卓話の時間は一人一人に

5 分間スピーチをお願いしました。メンバー

の思い、考え方、環境、人間性がみられ、良

い時間でした。 

 

 渡邉実帆富士山部部長 

 

5月誕生日 小澤嘉道君（会長）吉澤廣美君 



誌上マイタイム 

大学野球      吉澤廣美 

6/2 東日本区大会後、神宮球場へ大学野球

を見に行きました。午前中はフレッシュ大会

と言う新人の早慶戦をやっていました。新人

ですので守備力は良いと思いましたが、バッ

ティングはイマイチで振り遅れが目立ち、ポ

ップフライが多く、ミートポイントまでバッ

トが遠回りしているようでした。（偉そうに

言いますが・・・）午後の早慶戦本番のバッ

ティングは鍛錬の違いでしょうが、ミートポ

イントまで身体がぶれずに、最短距離でバッ

トが出てしっかりミートしている選手が多か

ったです。 

初めて大学野球を見たのですがレベルの高

さにビックリしました。そうですよね、プロ

から声の掛る選手もいるのですから。すっか

りファンになり、今度は社会人野球も見てみ

たいと思いました。 

私も高校野球をかじったひとりですので、

野球を楽しむというよりか団体生活の難しさ

がはじめにきて、若いうちは素直に野球を楽

しむことが出来ないところがありました。60

も半ばも過ぎ、純粋に野球を楽しむ領域に入

ってきたようです。人間って嫌なことや辛か

ったことは徐々に忘れるように出来ていると

聞きますが、そのようです。高校時代に手首

の少し上をスパイクされ、けっこう傷が残っ

ていましたが 50 年も経ちますと盛り上がり

も取れ、今ではだいぶ目立たなくなりました。

思い出も傷も年月と共に薄れるものですね。

楽しい、良い思い出はいつまでも残したいも

のですが・・・ 

 

東日本区大会晩餐会 

次期富士山部クラブ役員研修会 5/19  

長田俊児次期部長主題 

「共に歩もう、素晴らしきワイズ」 

活動方針 ワイズの基本は「奉仕の精神に基

づいた仲間との歩み」と、常日頃これを実体

験として感じています。私がまだ入会間もな

い頃、とあるクラブのチャーターナイトでの

記事がブリテンに掲載されておりました。そ

の中に「会員相互の懇親の先に奉仕がある」

との挨拶文が紹介されており、なぜかすごく

共感し、事あるごとに皆様に紹介しつつワイ

ズの本質として捉えるようになりました。社

会が非常に混沌としている昨今ですが、今後

もこの言葉に力を得て皆様のお手伝いをして

参ります 

行事予定 

○第 1回役員会、評議会 7/27（土） 

下田ベイステージ 

○部大会及び下田 40th 同時開催 9/28（土）

下田市開催、場所未定 

○第 2回役員会、評議会 2020/1/25（土） 

熱海 YMCAセンター 

○第 3回役員会、評議会 2020/5/23（土）  

場所未定 

7 月初例会日程 

7/8（月）伊東・下田クラブ合同初例会 

18：30 暖香園ボウル ホスト：伊東 

7/16（火）沼津・三島・御殿場合同初例会 

18：30 松韻   ホスト：三島クラブ 

7/22（月）熱海クラブ 18：30 KKRホテル 

7/23（火） 富士・富士宮クラブ合同初例会

19：00 パテオン ホスト：富士宮クラブ 

7/24（木）熱海 Gクラブ 18：30 KKRホテル 

 

2日目東日本区大会会場で 


