
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第 2 回伊東移動例会 

2015 年 11 月 26 日(土)～27 日(日)16 時～ 

於：Anda 伊豆高原 

開会点鐘         原俊彦会長           

会長あいさつ 

ワイズソング＆ワイズの信条 

須藤会員の卓話 

今月のハッピーバースデー＆アニバーサリー  

ニコニコ BOX 

ＹＭＣＡのうた 

閉会点鐘         原俊彦会長 

 

＊第 1例会は 11/3の山梨 YMCA バザーに 

 振り替えます。 

 

THEY'S MEN'SCLUB OF FUJI-GOKO 

創      立 2003 年 3 月 12 日 3041-1,UCHINO,OSHINO-MURA, 

                 MINAMITSURU-GUN,YAMANASHI-KEN, 

            チャーターナイト 2003 年 5 月 10 日 PHONE 0555-84-4233 

２０１６年 富士五湖クラブ １１月ブリテン 第１４４号 

国 際 会 長 ：Joan Wilson（カナダ） 

「私たちの未来は、今日より始まる」 

アジア地域会長：Tung Ming Hsiao （台湾） 

「ワイズ運動を尊重しよう」 

東日本区理事：利根川 恵子（川越） 

「明日に向かって、今日動こう 」 

あずさ部長：浅羽俊一郎(東京山手) 

「あずさ部は賜物の宝庫。もっと活かそうぜ！」 

  

富士五湖クラブ会長：原 俊彦 

  『一人ひとり持ち味を出して輝こう！』 

会長 原 俊彦 

副会長 茅野信雄 

副会長 望月 勉 

書記 後藤明久 

会計 武藤五子 

会計 望月喜代子 

直前会長 小池亦彦          

 

 

10 月のデータ 

  会員数    １１名 

  例会出席    １０名 

例会出席率       ９１％        

ニコニコ BOX              ０円 

累計             ４８６円 

 

 

 

今月のハッピーバースデー 

 

  今月のハッピーバースデー   

7 日 須藤道子さん 

   27 日 原 淑子さん 

   おめでとうございます！ 

 

 

今月のハッピーバースデー 

  

24日：武藤五子メン 

 

おめでとうございます！ 

 

アニバーサリー 

該当ありません。 

 

 

      真白く雪化粧した富士山 



2016 年 10 月第 1 例会報告 

後藤 

2016 年 10 月第 1 例会 

日時；2016 年 10 月 14 日(金)午後 8 時～9 時 50

分 

場所；富士吉田市ふれあいセンター 

参加者；原 2、望月 2、後藤 2、三浦、小池、茅野、

武藤＋まきちゃん 

原会長より、富士山例会ご苦労様でした。あの暴

風雨で始まったバーベキューも後半は晴れて下

界も良く見えて良かったです。バーベキューのあ

り方、献金についての話、東日本区より定款変更

の議題などがあります。望月さんが復帰したので

感動したと皆に言われた。と挨拶、議事に入った。 

 

＊富士山例会の反省 

富士山例会は天気に左右される、肉が多く余った。

鉄板 4台が雨で軒下で 2台に減ったのが大変だっ

た。ユースが頑張ってくれて助かった。最初にモ

ロコシ、おにぎり、やきそばだったが、来年度は

ステーキ肉を最初に出して豪華さを演出する。煙

がすごいのでクリアのダブルレンズのスキーゴ

ーグルを会で準備する。鉄板奉行と厨房を含めて

打合せが必要。 

献金の目的（集める主旨）、献金額の公表が必要

だった。献金額 30,486 円 

部会で各 10,000円献金する→熊本地震復興支援。

山梨 YMCA 会館建設。東日本大震災復興支援。 

送迎について；山梨 Y のバスを出してもらい助か

った。次年度も行事に組み入れてもらうように頼

む。出来れば、露木総主事か中田主事に来てもら

う。今回は YMCA とユース、ワイズの協働がで

きた良い機会となった。これをさらに広げていき

たい。 

大広間での例会時間は、できれば厨房の女子にも

参加してもらいたい。 

 

＊あずさ部会；10/22（土）望月宅 9 時出発（望

月号）原 2、望月 2、後藤 2、茅野、小池 

 

＊山梨 YMCA バザー；11/3（祝）おもちゃ屋さ

ん（小池準備）、豆もち販売（三浦準備） 

バザーの献品は 10/28（金）第 2 例会で持参＞茅

野＞茅野パパ＞山梨 YMCA へ 

11/3（木）小池宅 8 時集合；原 2、望月 2、後藤 2、

三浦、小池 

＊伊東移動例会；11/26-27（土日）原 2、望月 2、

後藤 2、小池、茅野、武藤、三浦、松村 2、茅野

パパ 

望月ワゴン＋三浦車（山梨 Y ワゴンを打診・確認

し OK なら茅野回る）アンダ 14 名予約済み。 

＊山中湖クリスマス；12/3（土）後藤 2、小池 

＊京都洛中クリスマス；12/3（土）原 2、望月 2

（DBC 締結のための交流のため） 

来年 4/22（土）フライングディスク大会の時に、

京都洛中の 1 泊旅行で来てもらう段取りをとる。 

＊新年例会 1/14（金）、1/15（土）にするか、第 1

候補「湖月」に打診する（三浦＞原） 

＊卓話について；伊東移動例会で、須藤さんに卓

話を頼む。3 月 4 月 5 月の卓話者を心掛ける。 

＊東日本区定款変更について；原会長よりポイン

ト説明あり、概ね了解できるので会長に一任。 

定刻になり、議事終了して例会終了、解散となっ

た。お疲れ様でした。 

 

 

第20回あずさ部会 

                                           

原 俊彦 

10月22日、第20回あずさ部会が山手クラブのホス

トで在日韓国YMCA において開催されました。 

水道橋の駅も久しぶりだったのでどちら側に降

りるか右往左往していた所、東京たんぽぽクラブ

の小原さんに助けて頂いて漸くYMCA に到着。山

手クラブの青鹿さん、功能さん、鈴木田さんらの

出迎えを受け会場に・・・富士五湖クラブのメン

バーと合流して程なく浅羽部長の開会点鐘で部

会の開会となりました。 

今回の出席者は全部で70名・・・少人数クラブで

ある我が富士五湖クラブからは8名が参加、ホス

トクラブの山手に次いで何と2番目に多い出席数

でした。此れまで部会を牽引して来た最大クラ

ブ・甲府からの出席者は5名・・・甲府クラブの

嘗ての勢いを知っているだけに何とも寂しい限

りでした。 



浅羽部長、利根川理事のご挨拶を頂き第一部は滞

りなく終了、記念講演に移りました。 

講師は蓮見博昭氏、1933年生まれの84歳。時事通

信社での豊富な海外経験を元に「アメリカ大統領

選挙の最終章」と言う独自の見解をご披露されま

した。 

 

 

 

 

第3部の懇親会は9階・国際ホールで行われました

が珍しく着席形式。浅羽部長指揮による俄かコー

ラスグループが美しい (？) 歌声を披露される

など和やかなうちに部会を終了しました。 

二次会は駅近くの居酒屋に20人ほどのメンバー

が集まり美味しいお酒とご馳走で大いに盛り上

がりました。 

富士五湖からの参加者は 

原 2、望月 2、後藤 2、小池、茅野 

 

 

      

 

 

 

 

2016 年 10 月第 2 例会 

後藤 

日時；2016 年 10 月 28 日(金)午後 8 時～9 時 45

分 

場所；富士吉田市ふれあいセンター 

参加者；原 2、望月 2、後藤 2、三浦、小池、茅野、

武藤＋まきちゃん 

原会長より、あずさ部会ご苦労様でした。ホスト

クラブに次いで 8 名の参加は素晴らしかった。浅

羽部長へ手渡した富士山例会での献金のお礼状

が日本 YMCA 同盟より来ています。今後の交流

等 DBC 問題も含めて話し合っていきましょう。

と挨拶、議事に入った。 

＊山梨 YMCA バザー；11/3（祝）おもちゃ屋さ

ん「たから釣り」（小池準備）、豆もち販売（三浦

準備、前日午前喜代子手伝い、コンロで焼いて試

食販売）お客が減っているので魅力あるイベント

を考える。 

11/3（木）小池宅 8 時集合；原 2、望月 2、後藤 2、

小池 

＊伊東移動例会；11/26-27（土日）原 2、望月 2、

後藤 2、小池、茅野、武藤、三浦、松村 2、茅野

パパ 

望月ワゴン＋三浦車（山梨 Y ワゴンを打診・確認

し OK なら茅野回る）アンダ 14 名予約済み。 

望月宅 8：30 出発 16-17：00 例会＆須藤卓話。見

学等は一日一ヶ所でゆったりする。 

須藤さんへ詳細連絡する（acco） 

＊山中湖クリスマス合同例会；12/3（土）後藤 2、

小池 

＊京都洛中クリスマス；12/3（土）原 2、望月 2

（DBC 交流のため）京都洛中の忘年例会に参加

する。 

＊京都洛中クラブからは移動例会で来年 4/22（土）

フライングディスク大会の昼食時に来る予定。 

「湖月」希望しているので、新年例会予約時に打

診する。 

＊新年例会 1/14（土）にする。第 1 候補「湖月」

に打診する（三浦＞原） 

他クラブに新年例会への参加のお誘いをする。 

＊卓話について；伊東移動例会で、須藤さんに卓

話は決定。3 月 4 月 5 月の卓話者を心掛ける。 

＊他クラブとの交流について；御殿場クラブ＞今

 



回はクリスマス会無し、東山荘の感謝祭に参加す

るとの事、時之栖のイルミネーションにクラブで

出品している、明日が点灯式、見に来てほしいと

の事（金光さん）。 

＊甲府 21 茅野メンより、草津との交流を打診さ

れた＞来年 4月に甲府 21ホストでDBC交流会あ

り＞クラブでなく個人としての参加とする。 

＊長野クラブ；栄村収穫祭＞望月 2 参加＞北野天

満宮宿泊、翌日は湯沢泊まり。。 

定刻になり、議事終了して例会終了、解散となっ

た。お疲れ様でした。 

 

 

♪あれやこれや♪ 

ワイズ活動復帰 

望月喜代子 

主人が３月に胃癌の摘出手術を受けてから、術後の経過が思わしくなく、医者から横隔膜膿瘍と初めて

聞く病名を告げられました。それから７ヶ月の間主人は体重が２０キロも減少しました。いくつもの病

院でドレナージ手術を断られましたが、９月２０日手術が成功し、２日目には体調が劇的に良くなりま

した。体内から１８００ｃｃもの膿が排出され、１ヵ月後には体内に挿入されていた管も取れ、１０月

２２日には８ヶ月ぶりに夫婦であずさ部会に出席しました。この間たくさんのワイズメンに励まされ、

お見舞いに来ていただきました。私達夫婦にはどれだけ心強くありがたかったことか、心から感謝して

います。主人も仕事に復帰し、体重も少しずつ増えてきました。これからは７ヶ月休んだ分もワイズ活

動に復帰したいと思っています。 

 

≪山梨 YMCA だより≫ 

                                                                            露木淳司 

 公益法人に認定されて最初となる山梨県からの立入検査が、YMCAにて１０月２７日に行われました。

事業活動や財務の状況、ガバナンス、各種規程の整備状況など、３時間半に渡って細かく検査されまし

たが、概ね問題なしとされ、これでまたしばらくは公益法人として事業を進めることができます。 

 現在YMCAでは新規事業として児童福祉法に基づく「放課後等児童デイサービス事業」を立ち上げよう

としています。発達障がい児のための多機能型デイサービスとして、放課後の学童保育と幼児のソーシ

ャルスキルアップトレーニングを行います。この準備のために今年の春から専門のスタッフを採用し、

運営体制を強化していますが、いよいよ本格的にできるところまでこぎつけました。乞うご期待です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つぶやき 

 望月さんが元気になりクラブも活気づいてきました。今月は望月さんの復帰祝いも兼ての「第 2 回伊東移

動例会」が開催できることとても楽しみですね。そして 1 月には新年例会もあります。他クラブの方々に

もご参加いただき、賑やかな例会になりますように！acco 

これからの予定 

11/3(木)        山梨 YMCA バザー(第 1 例会振替)   山梨 YMCA 

  11/26(土)～11/27(日)  第 2 回 伊東移動例会    Anda 伊豆高原 

  12/3(土)        クリスマス合同例会     東京 YMCA 山中湖センター 

  1/14(土)～1/15(日)   1 月新年例会        河口湖 湖月 

  2/4(土)～2/5(日)    東西ワイズ交流会（第 1 例会振替）御殿場 東山荘 

  2/11(土)        あずさ部第 2 回評議会     

  2/24(金)        2 月第 2 例会        ふれあいセンター 

 

 


