
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 藤村記念館のバラたち     

  

 

 

 

 

６月第 1 例会 

2015 年 6 月 9 日(火)PM8 時～ふれあいセンター 

 

開会点鐘             

会長あいさつ 

ワイズソング＆ワイズの信条 

諸報告 

フリートーク 

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 

 

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 

２０１５年 富士五湖クラブ ６月ブリテン 第１２８号 

国際会長：Isaac Palathinkal（インド） 

主題：“Talk less,Do more”「言葉より行動を」 

アジア地域会長：岡野泰和（大阪土佐堀） 

主題：「未来を始めよう、今すぐに」 

東日本区理事：田中博之 

主題: 「誇りと喜びを待って」 

あずさ部長：望月 勉 

「スピードをもって前に進もう」 

 富士五湖クラブ会長：後藤昭子 

  『ワイズも笑顔で絶好調！！』 

会長 後藤昭子 

副会長 小池亦彦 

副会長 原 俊彦 

書記 後藤明久 

会計 武藤五子 

会計 望月喜代子 

直前会長 須藤 繁           

 

 

今月のハッピーバースデー   

 

６月１２日 小池敦子さん 

 

今月のアニバーサリー 

 

６月１８日 原 俊彦さん＆淑子さん 

       おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月のデータ 

  会員数   １４名 

  例会出席   １２名 

例会出席率         ７９％        

ニコニコ BOX        ９，３５０円 

累計  １５，１８２円 

  



1年を振り返って… 

会長 後藤昭子 

2014年の7月から始まった私の会長年度も残

すところわずかとなりました。 

7 月のキックオフから 8 月の納涼例会、9 月

の第 12 回富士山例会の開催、10 月のあずさ

部会のホスト、11 月の山梨 YMCA バザーと 4

クラブ DBC合同例会、12月のクリスマス合同

例会、1 月の新年例会、3 月と 4 月は卓話を

行い、4月の第 5回障害者フライングデｲスク

大会開催、6月の第 18回東日本区大会と山梨

YMCAチャリテイラン…とあっという間の1年

でした。 

富士五湖クラブのよいところは、メンバーひ

とりひとりが開催行事において担当割に文

句も言わずにいつも真剣に取り組むという

ことです。どうしたらその行事を成功に導け

るかをみんなが意見を出し合って考えてい

ます。富士山例会もあずさ部会もフライング

デｲスク大会も参加者みんなの笑顔が輝いて

いました。また、東日本区大会ではフライン

グデｲスク大会開催と遊歩道の整備で念願の

CS 特別賞を受賞することができたことは誠

にうれしいことです。 

メンバーのひとりひとりの努力が実ってご

褒美をいただくことができました。 

これから先、10回、20回と地域に根差した 

大会を続けていきましょう！ 

富士五湖クラブの目玉は富士山例会とフラ

ングデｲスク大会です。 

ワイズとは何ぞや？何も知らずに十数年前

のあの日、偶然にも集結したメンバーから成

り立つ富士五湖にもようやく活動の方向が

見えてきたのではないでしょうか… 

1 年間のご協力に感謝申し上げます。どうも

ありがとうございました！ 

 

 
 

 

第 3 回あずさ部甲府常磐町評議会 
 

日時；2015 年 5 月 9 日（土）午後 1 時か

ら 3 時 

場所；岡島ローヤル会館（岡島百貨店 8Ｆ） 

参加者；望月 2、後藤 2、小池 

朝 9 時に望月号で出発、甲府クラブの仙洞

田メンが出品している『まちかどの近代建

築写真展』を甲府駅北口の藤村記念館を見

学しました。明治以降につくられた擬洋風

建築の数々が写真に収められていました。

全国各地に現存している貴重な建物も多

く、いまだに利用されているものも多いよ

うです。仙洞田さんの解説付きで話を聞き

ました。記念館の周りには、甲府クラブの

寄贈したバラをラロの会が手入れしてい

ます。26 種類ものバラは見事に咲いていて、

手入れの苦労を聞き、頭が下がる思いです。

今後も頑張ってもらいたいですね。 

評議会準備のために、早めに会場について、

ホストの甲府 21 クラブにあずさ部バナー

を預け、古屋メンお勧めの『さんとくのつ

けそば』をおいしく頂きました。 

評議会受付では、望月喜代子メンと acco

会長が茅野会計の代わりに旅費を渡しま

した。原書記の代役で後藤明が評議会の司

会をしました。 

定刻ちょうどで全員集まり、甲府 21 クラ

ブの功刀メンの司会で始まり、望月勉あず

さ部長の開会点鐘、ワイズソングを全員で

合唱、清藤メンの聖書朗読・開会祈祷、薬

袋会長の歓迎の挨拶で開会式終了です。 

評議会に移り、司会の後藤明が出席確認を

しました。議決権者 55 名（重複 2 名で 53

名）出席者 36 名委任状 13 名合計 52 名（あ

ずさ部第 7 条第 3 項により定足数 36 名） 

望月部長の定足数を満たしているので今

評議会は成立する旨の宣言がりました。そ

のまま部長挨拶を行ないました。次期のCS

補助金のための案も出しました。活発な審

議をお願いしました。 

議案審議に移り、恒例により、部長が議長

となり、議案審議開始です。 

第 1 号議案；2015-2016 あずさ部活動方針

（標次期部長） 

 部長主題『ワイズメンとして一歩前進』

として、会員一人一人が少しづつ前進して

いこう。今年度はあずさ部でも LT（リー

ダートレーニング）をしたい、各評議会・

部会で 30～40 分の時間を取って講演形式

で行っていきたいとの事です。 

重点目標として、①YMCA と連携した地域

奉仕事業をすすめ、1 クラブ 1 事業をプラ

スしてほしい。 

②会員増強事業では、各クラブ純増 1 名以

上と退会者ゼロを目標にして、クラブ拡張

は次期区理事方針もあるが、仮想でもよい

のでどこに作ったらよいか話しあう。③国

際交流事業では、各種献金をクラブ会長・



主査と連携して目標を達成する。RBM（ロ

ールバックマラリア）を PR ツールを使っ

て地域にも知らせ、ワイズ活動を周知させ

ていく。部内外で DBC・IBC の情報を提

供できるようにしていく。④ユース事業で

は、YMCA のユース事業をサポートする。

各クラブでユース理解を深める。各事業は

単独でなく連携を取りながら進めていき

たい。 

第 2 号議案；2015-2016 あずさ部予算（小

倉次期会計） 

収支 1,283,405 円、旅費補助金；都内開

催 124,000×2 回、松本開催 119,000 合計

243,000×0.7＝170,100 円。部長活動費は

次期部長が山梨選出で 3 万円増額。会計を

部集金後、区へ送金するので手数料 1000

円増額、部活性化事業として情報講師料と

して 10,000×4回の計上などがありました。 

質疑で繰越金約 30 万円を基金化して不

急の時に使えばどうかなどの提案があり

ましたが、現段階では繰り越しも見込みで

決定ではないこと、会計的に基金化して繰

越ゼロとなると、新年度初動で基金取り崩

しになるなど現実的でないとので現状と

なりました。 

第 3 号；あずさ部会の日程の件（標次期部

長） 

 2015 年 10 月 18 日（日）ホスト甲府ク

ラブ、場所は新防災会館で提案されました。

日曜日であれば出られる方がいるのでは

ないかとの事で、日曜日で提案しました。 

第 4 号議案；あずさ部評議会日程の件（標

次期部長） 

 第 1 回評議会；2015 年 7 月 18 日（土）

ホスト；東京山手クラブ 

 第 2 回評議会；2016 年 2 月 13 日（土）

ホスト；松本クラブ 

 第 3 回評議会；2016 年 5 月 14 日（土）

ホスト；東京八王子クラブ 

第 5 号議案；CS 事業補助のための選考基

準の件（望月部長） 

 選考基準として①クラブ単独事業かそ

れに準ずる活動②クラブ事業として周辺

地域に知られていること、またはその可能

性が高いこと③入場料あるいは企業協力

金などに依存していないこと④単年度の

みでなく複数年にわたって継続され、ある

いはその可能性が高いこと。 

補助金を希望するクラブは実施種目・予算

案を記して指定日までに申請書を提出す

る。 

担当 CS 主査はあずさ部長・次期部長・直

前部長・あずさ部書記及び会計と共に、上

記基準に適合しているか審査する。適合し

且つ新規事業に場合は優先する。CS 補助

金を受けたクラブは事業実施後すみやか

にあずさ部担当 CS 主査に決算書を添付し

て報告書を提出する。（上記に修正承認さ

れた） 

第 6号議案；新クラブ設立に伴う助成金（望

月部長） 

 新クラブ設立時にはスポンサークラブ

に 5 万円の助成金を支給する。 

第 7 号議案；あずさ部旅費補助の内規改定

（標次期部長） 

 小倉次期会計が説明した。長野クラブが

できた事で旅費規定を細かく設定した。東

京都内開催の評議会；長野から 3000 円・

山梨から 2000 円②山梨県内開催の評議

会；東京都から 3000円・長野県内から 2000

円③長野県内開催の評議会；東京都から

3000 円・山梨県から 2000 円 

その他、あずさ部会・評議会の担当 

案が示された。セントラルクラブがな

くなったため、あずさ部 11 クラブを 4

グループに分けて、一度西クラブをス

キップさせて組み直した。富士五湖ク

ラブの次の評議会担当は2018年5月で

す。あずさ部長は 2024 年です。 

各議案は追加修正もありましたが、原則す

べて承認されました。 

次にあずさ部長、各主査、各クラブ会長の

活動報告に移りました。一部抜粋してお伝

えします。 

＞あずさ部活動報告（望月部長）あずさ部

補助の CS 事業はすべて現地に行ってみま

した。あと 2 ヶ月ですが、楽しみながら頑

張ってお願いします。 

＞地域奉仕事業報告（古屋秀樹 CS 主査）

最もワイズらしい活動と云える CS 事業を

各クラブごとにまとめました。あずさ部助

成金事業もあり、活発に活動されています。

今後も宜しくお願い致します。 

会員増強事業報告（御園生 EMC 主査）キ

ックオフ例会から入会者があり感謝しま

す。入会リーフレットの改訂版が出来てい

ます。東日本区ウェブサイトから入手して

ご利用下さい。 

＞国際交流事業報告（柳澤岳主査）BF 代

表（フルグラント）に東京サンライズの小

山久恵さんが、2015 年 9 月～10 月にかけ

てオーストラリアに派遣されます。帰国後



は各クラブで卓話などで招待して活動の

輪を広げて頂きたく思います。京都アジア

大会の基調講演は宇宙飛行士の毛利衛さ

んです。少しでも多くの方の参加をお願い

します。 

＞ユース事業報告（Peter Mountford 主査）

YVLF（ユースボランティア・リーダーズ

フォーラム）は 9 月 11 日（金）～13 日（日）

東京 YMCA 山中湖センターで開催されま

す。AYC（アジアユースコンボケーション）

は東京たんぽぽと東京武蔵野多摩クラブ

から各 1 名応募されています。各クラブに

はあずさ部より各 1万円の助成金が渡され

ました。 

＞メネット事業報告（眞野みつ子主査）あ

ずさ部では甲府、甲府 21、八王子の各クラ

ブでメネット会があります。国際プロジェ

クトや絵本を送る活動もしています。4 月

25 日には『多摩御陵見学とうかい鳥山での

交流会』に 20 名参加で楽しい交流の場が

持てました。 

＞甲府クラブ（荒川会長）慣れない会長で

すが頑張っている様子でした。 

＞東京山手クラブ（上妻会長代理）歯ブラ

シの支援をお願いします。 

＞東京西クラブ（神谷会長代行）最近病欠

者が少なくないが元気に活動している。 

＞東京武蔵野多摩クラブ（宮内会長）ウラ

ンバートル支援ツアーへの参加要請と CS

助成事業の決算を含む報告書を添付し、他

クラブの模範を示されました。 

＞松本クラブ（金井会長）アジア賞が CS

助成事業となり認知されていることが嬉

しい。理事や部長、受賞の写っている写真

でしか表現できない様子を感じてほしい

と報告された。 

＞東京サンライズ（長津会長）水戸会員が

入会して 20 名です。今後も活動を拡大し

ていく。 

＞甲府 21 クラブ（薬袋会長）6 月 13 日の

チャリティランが残っています。ご協力を

お願いします。 

＞東京八王子クラブ（久保田会長）会員数

は 20 名。八王子・台湾高雄ユース交流コ

ンサートは大成功でした。今後もユース交

流事業を進めたい。会員増強に励みたい。 

＞東京たんぽぽＹサービスクラブ（服部会

長）お花見大会での落語寄席が好評でした。

今後はたんぽぽ寄席として定着させたい。 

＞富士五湖クラブ（acco 会長）4/25 フライ

ングディスク大会に参加者 80 名、田中理

事、山本 CS 主任、古屋 CS 主査、多くの

ワイズの御協力で天気も味方して大会を

無事にできました。有難うございます。 

＞長野クラブ（森本会長）今日は長野善光

寺で大本願の特別法要の日。次年度区大会

のホストですが、キャッチフレーズを『ワ

イズに魅かれて善光寺』で『ふるさと』（歌）

で盛り上げたい。 

時間の都合で各自 2分という短い時間をし

ましたが、スムーズに発表できました。質

疑もなく終了となり、無事評議会終了。功

刀司会による閉会式となりました。神谷監

事の講評があり、議案審議など時間通りで

よくできた。各クラブ活動が活発でよい。

部の運営も『スピードを持って前に進も

う』の主題通り、今年度は実行できた。良

かったとの評価を頂きました。 

YMCA の歌を全員で合唱して、望月部長の

閉会点鐘で終了となりました。ご苦労様で

した。 

急いで、いすを並べて、評議会バナーの下

で記念写真を撮り、望月部長年度の最後の

評議会が終了となりました。あと 2 ヶ月弱

ですが宜しくお願い致します。 

 

 
 

 

あずさ部長 望月 勉 

５月９日（土）、甲府市岡島ローヤル会館

で、第３回あずさ部甲府常盤町評議会が行

われました。２０１４～２０１５年度最後

の評議会です。私がやり残した事を、この

評議会で完成させる事と、次のあずさ部長、

標次期部長の活動方針や予算案の承認等、

重要な評議会でした。６０人の出席者の前

で、この１年間あずさ部の出来事が思い出

されました。最大の目標であった、あずさ

部２００名は達成出来ませんでしたが、私

があずさ部長になった時より、会員が増加

した事は嬉しい事でした。次の標部長に、

２００名の目標を達成してもらいたいと

思います。 

 



甲府クラブ 65 周年記念例会 

後藤明久 

場所；岡島ローヤル会館 

時間；2015 年 5 月 9 日午後 4 時から 6 時

30 分 

参加者；望月 2、後藤 2、小池。全体では

118 名（内甲府 38）。 

評議会と同じ場所での開催でした。評議会

終了後、準備してあったひな壇に移動して

全員で記念写真を撮りました。プロカメラ

マンの標次期部長の腕がさえた時間でし

た＾＾会場準備のために、全員退席となり、

4 時より記念例会が始まりました。 

第 1 部記念例会は渡辺徳之会員司会で、荒

川会長の開会点鐘で始まりました。 

大和田節子さんの伴奏でワイズソングを

斉唱、ワイズの信条を唱和し、田草川会員

の聖書朗読・祈祷、讃美歌 234A 斉唱、荒

川会長の御来場に対するお礼などの挨拶

がありました。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

来賓挨拶に移りましたが、田中理事が京都

大会の準備委員会に出て頑張っているが

遅れているようなので祝会で挨拶頂きま

すと言った時…田中理事が手を上げなが

ら颯爽と登場、そのまま来賓あいさつに登

壇。ワイズメンズクラブの見本ともいえる

クラブで歴史、規模、活動もすべて素晴ら

しいと褒めたたえました。そのあとに、山

梨 YMCA 露木総主事が登壇、山梨 YMCA

があるのは甲府クラブのおかげと絶賛し

ました。山梨 YMCA 本館が道路拡張で現

状ではいられない状況になりました。また

また甲府クラブの力を出して頂く時とな

りました。宜しくお願いしますと御礼とお

願いをしました。 

＞『若人の熱き祈りは、100 年の歴史をつ

づる』YMCA の歌の歌いだしではじまる記

念講演では、大澤英二会員が『甲府クラブ

65年を振り返る--甲府クラブの原点を見つ

めるために--』と題して、戦後すぐの 1946

年昭和 21年 5月 1日に山梨 YMCA発会か

ら 1950 年甲府クラブの設立と、長い歴史

を資料と共に、お話しされました。苦況の

中での設立のいかに大変だったか、強い意

志が必要だったか、非常に大変な中でのワ

イズ活動を続けてきたこと。30 名を切らな

い会員を維持したこと。松本クラブ、甲府

21 クラブ、富士五湖クラブ、長野クラブと

スポンサーしてきたこと。数々の活動を紹

介しながら、今後も甲府クラブが歩むであ

ろう姿を時間いっぱい話されました。 

定刻で荒川会長の閉会点鐘で記念例会終

了となりました。 

休憩をはさんで標会員の司会でお待ちか

ねの第 2 部祝会が始まりました。秋山次期

会長の開会あいさつがあり、祝辞で DBC

和歌山クラブの神谷さんは、甲府クラブと

の交流を披露し、甲府クラブから理事が出

るのが時初めてと聞き驚いた。それだけ子

クラブを作ったり、クラブ活動に力を入れ

てきたと感じた。今後に期待したい。次に

藤井元国際会長の祝辞があり、甲府クラブ

のチカラを褒めたたえました。 

司会より出席クラブの紹介をした後、いよ

いよ望月部長の乾杯の時間になりました。

今後もどんどんクラブを作って、このまま

ワイズの見本となって行って下さい、乾

杯！！サー飲みましょう＾＾ 

3000 円の会費にもかかわらず、多くの料理

が並び、ビール・ワイン・日本酒・ウーロ

ン茶などおいしい飲み物もいっぱいでし

た。さすが甲府クラブと大評判でした。田

中司郎実行委員長の《どうですか？》の問

いに、皆で《すごい、完璧です！》と大絶

賛しました。 

惜しむらくは時間の短かったことです。6

時 30 分終了ということで乾杯から 1 時間

ない設定でしたので、十分な懇親をする時

間がなく、テーブルの人たちと話して終了

です。いろんな人たちの所へ回る時間が欲

しかったですね。もちろん料理や食事をも

っと堪能したかったですね。 

標司会より、永年継続会員の紹介、アピー

ルタイムがありました。厚木クラブから佐

藤会員が、どんどん来てね、大満足させま

すとアピール。次に会うのは厚木だねと盛

り上がりました。 

  

 



甲府ワイズの歌（ちゃんとあるんですね）

を合唱して、田中実行委員長のお礼の言葉

で終了です。ここで司会より最後の締めは

決まってないとのことで、、、参加者より

《カミング ガッツ》が提案。 

藤井元国際会長と有志が登壇、皆で右手を

高く差し上げ《カミング ガッツ》盛り上

がって終了です。 

二次会には和歌山と甲府の懇親というこ

とでお呼びなく、サンライズ、武蔵野多摩、

甲府 21 の面々と寿司屋さんの２階での見

直し。電車組はここで別れて、最後の締め

にもう一軒、ここで茅野会員と合流して、

久々ののどの披露をして皆で盛り上がり

ました。場所設定は甲府 21 の古屋さんが

してくれました。さすが段取り早く完璧で

した。有難うございました。 

何時なったかは不明ですが、喜代子号で無

事に家まで届けて頂きました。有難うござ

いました。 

 

 

 

横浜つづきの富士山例会 

望月喜代子 

５月２２日（金）、横浜つづきクラブ富士山

例会が、富士宮市原、富士山ＹＭＣＡで行わ

れ、出席しました。１５時５分前に着き、す

ぐに始まりました。鈴木茂会長の開会点鐘、

ワイズソング、ワイズの信条、ゲスト、ビジ

ター紹介、東日本区田中理事、東京武蔵野多

摩クラブ宮内会長、私達夫妻は、後藤さん夫

妻と紹介され、慌てて理事が望月さんですと、

隣で言ったため、改めて望月と紹介されまし

た。また鈴木さん知り合いの福田光代さんが

紹介されました。卓話「ＹＭＣＡキャンプ現

状」を生田知三担当主事がしました。後、閉

会点鐘で例会は終了。次に田中理事を囲む会

が４０分程あり、いよいよ皆さんお待ちかね

のバーベキューです。つづきクラブ女性が準

備、男性が焼く係です。２時間ほど楽しい時

間を過ごしました。主人はアルコールですっ

かりご機嫌になり、その後のアトラクション

では、ソファーでしっかり寝ていました。２

３：００に家に帰宅しました。 

 

 

＊5 月 12 日に予定していた第 1 例会は 

台風の影響でお休みしました。 

 

 

 

2015 年 5 月第 2 例会 

 
日時；2015 年 5 月 29 日(金)午後 8 時～9

時 40 分 

場所；富士吉田市ふれあいセンター 

参加者；後藤 2、望月 2、長田、三浦、武

藤＋まきちゃん 

acco 会長より、台風のために第 1 例会を中

止しましたが、第 2 例会は活発な例会にし

ましょうと挨拶され、議事に入った。 

フライングディスク大会の反省 

メールで流れた以外の意見は、アキュラシ

ーも試投をしたらどうか（長田）早めに来

てもらって練習する方法もあるが、審判団

に会場設営で迷惑がかかる場合もある。各

施設の引率者の責任においてしてもらう

ことは問題ない。 

学生ボランティアを募集していく。富士見

台中学校、北稜高校、健康科学大学の担当

先生に声掛けする。 

会場設営のための配置図をスタッフ資料

に付ける。 

広報：富士五湖 CATV の取材で何度も放映

された。富士吉田市への認知は広がった。 

富士見台中の取材から山梨新報（UTY 系

列）担当より取材があった。障害者フライ

ングディスクへの興味があるようなので、

次年度へ広がるように広報していく。 

田中理事や山本 CS 区事業主任、古屋 CS

主査や他のワイズの協力で、富士五湖のCS

事業の認知が広がってきた。今後もワイズ

の協力を求めていく。 

来年度第 6 回大会の日程：同じ 4 月末ころ

に設定してもらう（三浦） 

大会会計決算：田中理事より寸志を頂き、

あずさ部助成金を含めてなんとかやりく

りできた。 

6/6-7 厚木区大会参加者の確認：望月 2（金

曜日から 2 泊）、後藤 2、原 2、三浦、小池

（夕方より） 

6/13 山梨 Y チャリティーラン：望月 2、原

2、後藤 2、茅野確認。献品：冷風扇（後藤） 

6/9（火）第 1 例会 

6/18（木）第 2 例会；定期総会を行なう。 

次年度の例会日程：今年度同様、第 1 例会；

第 2 火曜日、第 2 例会；第 4 金曜日。 

7/7（火）キックオフ例会、7/17（金）第 2

例会、7/18（土）あずさ部評議会 

定期総会原稿は 6/10 提出期限。 

ネパール地震災害募金と東山荘募金は、次



回例会時に決める。 

担当主事負担について：富士五湖の人数で

は負担が大きいので、甲府、甲府 21 に輪

番担当をお願いする（望月）、今後も露木

さんのクラブ行事への参加費用等はこれ

までどおりで対応する。 

 

 

 

 

今回は人数が少なかったが、活発な議論が

できて良かった。時間通り終了し、時間の

許せるメンバーは恒例のサイゼに場所を

移して懇親を深めた。お疲れ様でした。 

 
 

 

 

あれやこれや     

後藤明久 

もう一年が過ぎてしまいました。ワイズに入って 13 年経ちますね。伊東に行く須藤さんの記

念アルバムを作った時に、みな年を重ねた事を実感しました。何かを成すというより、いつ

の間にか時間が過ぎていってしまいますね。もちろん楽しみも多く、ワイズの知り合いも増

え、いろいろな所に出かけていける楽しさも感じています。ワイズは、日本全国、更には世

界とつながっている実感があります。地元地域での神楽保存会（獅子舞）などもあり、1 年

が瞬く間に過ぎていきます。ちょっとパターン化されてきたようですので、次年度はさらに

外に向かって活動を広げていきたいですね。今後も、楽しいワイズ活動にお付き合い頂けま

すように宜しくお願い申し上げます。 

 

≪ＹＭＣＡだより≫ 

                                     露木淳司 

 5 月 23 日（土）山梨 YMCA 青少年センターにおいて、2014 年度の事業総括をするための定

期総会が実施されました。2014 年度は 9 月に公益財団法人に認定されて新生山梨 YMCA がス

タートした記念すべき年度であり、ぶどうの木とプライムタイムの成長により、ようやく赤

字体質から脱却できそうになってきたことを事業報告書、会計報告書を通じて、ご出席の皆

様にご確認いただきました。そして 2015 年度は 70 周年を翌年に控え、道路拡幅計画を受け

て更に新しい時代へと歩みを進める準備の年度となります。そして来るべき 75 周年となる

2021 年までの間に山梨 YMCA は FOR ALL を念頭に掲げて青少年センターからコミュニティー

センターへと進化しようとしています。これからもワイズメンの皆さま、地域の皆さまにと

って、必要不可欠な YMCAで在り続けるために、共に夢あふれる未来予想図を描いていきたい

と考えております。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
～ つぶやき ～ 

  2014 年度のブリテン発行もこれで終わりです。みなさまのご協力に感謝します。また、次年度はより一層 

  多くの会員のみなさまの記事を掲載できたらと思います。どうもありがとうございました！acco   

これからの予定 

6 月 6 日～7 日 第 18 回東日本区大会         厚木市文化会館＆ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ 

6 月  9 日(火) 6 月第 1 例会            ふれあいセンター 

6 月 13 日(土) 第 18 回山梨ＹＭＣA チャリテイラン 小瀬 山梨中銀スタジアム 

6 月 18 日(木) 6 月第 2 例会（定期総会）      ふれあいセンター 

7 月  7 日(火) 7 月キックオフ例会         ふれあいセンター 

7 月 17 日(金) 7 月第 2 例会            ふれあいセンター 

7 月 18 日(土) あずさ部第 1 回評議会        東京山手 

       

 

 

 

 


