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「富士総合火力演習」を観覧して・・・ 

去る 8 月 25 日（木）に、東部地区グルー

プが企画の御殿場で開催された「富士総合

火力演習」を観覧してきました。 

雄大な富士の麓に広がる東富士演習場

を舞台に、陸上自衛隊最大のイベント「富

士総合火力演習」を本会として 10 名が参

加しました。 

このイベントは人気が高く全国から観覧参

加者が集まるようです。参観者 26,000 人

でした。その日は、朝から快晴で猛暑、ま

さに炎天下での観覧となりました。平日のこともあり予

定通りの時間に御殿場駅からシャトルバスで会場に到着

したがそれからが大変な人、人・・の波、指定の E 席は

既に満席で、他の席へ移動させられて、どうにかシート

の席を確保することが出来てホッとしたのが、開演 10 分

前でした。演習が定刻 10 時に開始され 12 時が終わりと

なっている。広い演習会場の左、右側から戦車、装甲車、

航空機、ヘリコプター、など各種最新鋭が次々と現れて

目標めがけて発射するそれらの火力が、耳をつんざくよ

うなド迫力の、すさまじい発射音に圧倒されながらも、

はるか遠くの目標地に着弾する様子を、真剣に目で追いかける。最も長い目標地の 3 キロ

先まで砲弾が届く火砲戦車の音が迫力満点だった。あっという間の 2 時間を、暑さもしば

し忘れて見続けていたが、会場のあまりに多い人の数を見て、帰りは大変だと思い終了の

少し早めに退席した為にスムーズにバスで駅に戻れた。昼食タイムで、店に予めの予約は

何処も出来ない、やはり何処も混んでいるが、暫く待ちながらの昼食となり、カラカラの

ノドを潤してやっとひと息ついた。食べ物にありつけば、皆さん良く元気に喋るものだ。 

満腹になったあと、電車で夫々の家路に向かった。・・で、お開きに。 

暑い炎天下ではあったが、貴重な思い出の観覧となりました。 

一度見れば、もうもう充分です・・・とは、参加者一同の感想でした・・と。  

尚、今回この企画が実現できたのは、地元御殿場で東山クリニックを開院の院長吉田典

昭先生ご夫婦に入場チケットの入手に大変なご尽力を賜ったことを、ご報告し、感謝の念

と、重ねて厚くお礼申し上げます。有難う御座いました。 

─── 東部地区 担当幹事 武長 記 ─── 
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中部地区グループの企画による“バーベキュー会”に参加して 

実施日  9 月 25 日(日) 

会  場  藤枝市岡部朝比奈地区の川沿いの民宿の庭内で 

 

前日まで続いていた怪しい

空模様も、その日は朝から

素晴らしい天気に恵まれて、

まさに我々の為とも思える

ようなバーベキュー日和で

ある。 

当日は、10 時 30 分に静岡

駅に集合した。 

県人会の参加者は 10 名と、

小林事務局長の会社関係者

の若々しい人達が 15名との

合同での賑やかな会となり

ました。 

会場の民宿のご主人がマイクロバスで駅まで迎えに来て下さり、それに乗って一路会場へ

と向かいました。 バーベキューなんて遠い昔のことで、子育て最中の頃に家族で出かけた

時以来のことなので、とても楽しみにしていました。 

一般にバーベキューと言うと、その準備の大変さ、食材や飲み物などの仕度がなかなか厄

介でありますが、今回は全くの手ブラで良いです・・とのことなので気楽に参加しました。 

会場では食材はすでに用意されており、早速火熾しの仕事から始めるのですが、それも同

道してくれた若い人達が、夫々の役割を分担して手際よく取り掛かってくれますので、我々

はただ椅子に座っていて出来上がるのを待つだけで良い・・と。 

先ずはカンパイから、大橋さんの元気な音頭で始った。暫く談笑しているうちに、ハイ出

来ましたのでどうぞ・・と、目の前に出された美味しそうな肉、野菜などが盛り沢山・・

早速いただくことにした。いやはや実に美味しいです  しばらくは夢中で・・の感じでし

た。若い人、年輩の人、まるで大家族の集まりのようです。0 歳から 92 歳の人の集まりで、

こんな集まりの会は他には無いことでしょう。 

食事と談笑の中に、突然大橋さんがサプライズで、ハーモニカで演奏をして下さり、会が

更に盛り上がりました。 

明るく、気持ちの良い若い人達と一緒に、こうして食事をし、お酒を酌み交わす・・しか

も青空の下で・・我々県人会の年寄りも、いつしか若返っていたようです。 来年もまたこ

の企画でやりたいですね・・とは、一同の声です。 

今回のバーベキュー会は、本当に素晴らしく、実に楽しい会でありました。  

企画してくれました小林さんと、その会社関係者の皆さんに大変御世話になりまして、厚

く感謝と、お礼申し上げます。 

─── 中部地区 担当幹事 山下光男 記 ─── 
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今月に、「静岡各県人会協議会」の懇親会が開催されます。 

昨年より幾度かの会合で協議を重ねてきました四県の県人会のこの協議会が、今年 7 月

に漸く会の役員メンバーも含め、その大綱が会則として決定し発足の運びとなりました。 

そこで今回、各県人会の役員が一同に集まり、初めての懇親会を開催することになりま

した。 各県人会の役員 8 名～10 名ずつとして総勢 40 名位の役員が集まり、懇親を深め

ることとなりました。四県とは福井県・石川県・富山県・新潟県であります。 

  その詳細は、以下の通りです。 

1. 開催日  平成 28 年 11 月 20 日 (日) 

2. 場  所  静岡グランドホテル中島屋 

3. 時  間  正午 12 時より 

尚又、来年 6 月に四県の県人会の全会員が参加しての、創立総会を開催することに致し

ておりますので、会員の皆様の参加を併せてお願い致します。 

 

 

 

■これからの行事をご案内致します。 

 

１．東部、三島で忘年会を開催します。 

 

紅葉が山々を美しく彩り人々を楽しませてくれると共に、ゆく秋の寂しさが身に沁み

る時節となりました。 やがて 12 月に・・歳末何かと気忙しくなる日々が待ち受けて

おります。 

そこで例年通り、今年も東部三島で忘年会を開催しますので、地元の会員皆さんは元

より、中部の方々も是非ご参加下さい。 

詳細は以下の通りですので大勢の方々の参加をお願いします。 

皆さんのお元気な顔を見せて下さい。お待ちしております。 

 

1. 開催日  平成 28 年 12 月 4 日 (日) 

2. 集合場所 JR 三島駅南口前 

3. 時  間  午後 5 時 

4. 会  費  4,000 円位 

5. 参加〆切 11 月 20 日までに担当幹事に連絡を。 

 

担当幹事 武長 090-3442-7782 

担当幹事 北川 090-5039-5451 
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２．全体の新年会の開催についてのご案内です。 

 

恒例の全体の新年会を、来年 1 月に盛大に開催致したく企画しましたので、全会員の

皆さん万障繰り合わせてより多くの方々の参加をお願い致したくご案内させて頂きまし

た。 

新しい年のスタートでもあり、来る 1 年も元気で過ごせるように、お互いに励まし合

う明るい、楽しい新年会となるように努めてまいりますので、是非大勢の会員の皆さん

に参加して頂きますように、そして元気なお姿でお会い出来ることを楽しみにしてお待

ちしております。 

 

  詳細は、以下の通りであります。 

1. 開催日  平成 29 年 1 月 22 日 (日) 

2. 時  間  正午 12 時より開催 

3. 場  所  静岡グランドホテル中島屋 

4. 会  費  男性￥5,000 円 女性￥4,000 円 

ご夫婦￥8,000 円 

5. 参加〆切 1 月 10 日までに、役員の何方かに連絡を。 

 

県政広報 「ふくい」9 月 25日号より 

 

2 年後に迫る！「福井しあわせ元気国体・大会」 

～県民みんなの力を結集し、ともに盛り上げよう～ 

 

私達の故里福井県に於いて、平成 30 年 9 月から 10 月にかけて、福井しあわせ元気国体、

及び福井しあわせ元気大会（全国障害者スポーツ大会）が開催されます。 

西川福井県知事を中心に、本番までに競技会場の整備が着実に進められております。 

県内の各市や町で、さまざまな競技が行われる為の会場は、全部で 43 施設が必要で、

その内の約 7 割が平成 29 年 3 月までに完成する予定であります。残りの施設は、すべて

大会の時までに完成する予定であります。 
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私の医師としてのモットー 

東山クリニック  吉田 典昭 

 

8 月の陸上自衛隊の火力演習見学の後武長様より現行の依頼がありました。私の医師と

してのモットーを書かせて戴き、皆様の何かのお役に立つ事ができればと思っております。 

私は、旧武生市で陸士卒の軍人の父と病弱で肺炎などで入退院を繰り返す母との間に生

まれました。また、伯父に手術の上手な外科医がいたこともあった為、小さなころから人

の病を治す医師になろうと目指しました。 

 

大学を出てから東京や神奈川の大学・総合病院などで勤務し、縁あって平成元年に御殿

場市の病院に転居勤務しました。私の専門は消化器外来で外傷・腹部疾患・甲状腺腫瘍・

乳癌・痔などの手術や胃の内視鏡検査などを行ってきました。 

しかし、平成 14 年に県立がんセンターが開設されて以降は手術症例がめっきり減り 

そこで、私の勤務医としての職務を終え、平成 16 年に市内東山区にクリニックを開院

致しました。 

私のクリニックにおける診療の心構えとしては、 

一、 患者様のどのような小さな病気(例えば指に小さな棘が刺さった事など) 

でも丁寧に診療する 

二、 どのような些細な事でも患者様が納得いくまで十分に聞いてあげる 

三、 必要なら信頼できる専門施設へ紹介する 

四、 有意義な生活を送るためのアドバイス 

五、 積極的な在宅往診医療 

六、 健康寿命延長への手助けなどを常日頃から考えスタッフにも協力して 

もらっています。 

 

近年では、県立がんセンターにおいて新しい癌治療・新しい抗癌剤などかなりの延命効

果が上がっているようです。 

私も非力ながら地域医療に努力しています。今後何か皆様のお力になれれば何なりと相

談して下さい。 

 

 

 

静岡 yumoc 検索 


