
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

  

 

   

 

  

 

   

  

                         

 

２月第 1例会 

２０１６年２月９日 

     於：ふれあいセンター   

 

１、開会点鐘          

２、ワイズソング＆ワイズの信条            

３、会長あいさつ     

４、議事 

５、諸報告 

６、ＹＭＣＡのうた 

７、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 

２０１６年 富士五湖クラブ ２月ブリテン 第１３５号 

国際会長：Wichian Boonmapajorn(タイ) 

主題：「信念のあるミッション」（Mission with Faith） 

アジア地域会長：Edward K.W.Ong(シンガポール） 

主題：「愛をもって奉仕をしょう」 （Through Love, Serve） 

東日本区理事：渡辺隆(甲府） 

主題: 「原点に立って、未来へステップ」 

あずさ部長：標 克明 

「ワイズメンとして一歩前進」 

富士五湖クラブ会長：小池亦彦 

  『常に最善をつくそう！！』 

会長 小池亦彦 

副会長 望月 勉 

副会長 原 俊彦 

書記 後藤昭子 

会計 武藤五子 

会計 望月喜代子 

直前会長 後藤昭子          

 

 

今月のハッピーバースデーとアニバーサリー   

 

 メン      

小池 亦彦さん 2月 11日 

茅野 信雄さん 2月 28日  

      

おめでとうございます。 

アニバーサリーの該当はありません。 

 

 

 

 

 

1 月のデータ 

  会員数    １３名 

  例会出席    １２名 

例会出席率       ９２％        

ニコニコ BOX        １７，９９１円 

      累計   １８，３５１円 

 

 

 

～新倉山浅間公園より富士を望む 

   (忠霊塔) 



1 月新年例会 ♪ 

acco 

2016 年 1 月 15 日(金)～16 日(土) 

於：河口湖「大池ホテル」 

参加者：小池、望月 2、原 2、茅野、長田、

武藤、三浦、後藤 2、(石田) 

一井夫妻、池田夫妻、林(草津) 杉山、金光、

前原、岩田、大和田、堀口  

標夫妻(甲府) 茅野、寺田、松村、薬袋(甲府

21) 

新年例会直前までバタバタと準備に追われま

したが、当日を迎えることができました。 

1月15日は6時半からの例会開始となってい

ましたが、先に行ってお風呂に入って寛ぐの

も良しとし、事務局の私が 4 時頃に着いたと

きには先発の皆さまが到着されてお部屋での

プチ懇親会が始まっていました。淑子さんと

一緒に例会場と懇親会場の準備を済ませ、参

加者の到着を待ちながらお風呂へ。お風呂か

ら上がると徐々に人数も集まってきました。 

忙しいゲンちゃんも例会前に顔だけ出してく

れてよかったです。 

予定時刻の 6 時半には全員が集合し、小池会

長の開会点鐘で開会。 

 

会長あいさつ、ゲスト紹介、参加クラブのあ

いさつとトントンと例会を終えて場所を移し

ていよいよ懇親会です。入口で席順のくじを

引いてもらい着席。 

標あずさ部長の乾杯で懇親会の始まり。席順

も男女がばらけるように工夫しました。 

しばらくの歓談のあと三浦メン、長田メン、

茅野メンのトリオでビンゴの進行。各自に

500 円相当の景品を 1 点持ち寄っていただい

てのビンゴ大会は大盛り上がり!! みんなの

童心に返って？の笑顔が印象的でした。選抜

したビンゴトリオの進行も抜群によかったで

す。美味しいお料理にお酒に席の左右の方々

と話は盛り上がりあっという間に時間は過ぎ

て草津の一井メンによる中締め。そのあとも

続きます。ホテルの玄関を出て道路を渡ると

二次会場のカラオケ BOX へ。今回は大きい

お部屋が取れなかったので 2 組に分かれての

カラオケ懇親会。シニアチームとミドルシニ

アチーム。ミドルシニアチームはバンバンと

順番にカラオケを歌いまくり…。一方のシニ

アチームは各自の自己紹介から始まり大人の

雰囲気で？楽しい時間はあっという間に過ぎ

てホテルに帰ってお風呂に行く人。就寝する

人。翌日は 9 時にホテルをあとにして新倉山

浅間公園(通称；忠霊塔)に富士山を観に行き

ました。青空に五重塔とすそ野まで雄大に広

がる富士山とに感動!! 記念写真を撮って、

そのあとは希望者のみ富士吉田のフジサンミ

ュージアムに行きました。 

 

フジサンミュージアムでは富士山のこと富士

吉田のことが映像やタッチパネルなど最新技

術をを駆使してわかりやすく勉強になりまし

た。その後、“免許皆伝”にて吉田のうどんを

食べて解散になりました。当日までには人数

の変更に次ぐ変更もありましたが小池会長を

通してホテルのほうで柔軟に対応していただ

き、お部屋も増やしていただき、会議室もお

借りすることができてよかったです。皆さま、

おつかれさまでした！ 

 

 



 

＜トライアングル締結に向けて＞                                                                

原 俊彦 

昨年6月、DBCの相手先である大津クラブが突然解

散してしまったため富士五湖クラブとして新た

な締結先をどうするのか？・・・例会では何度か

議題に出されていました。 

しかし具体的進展がないまま悪戯に時間だけす

ぎていった感がありましたがそうした折も折、甲

府21クラブの茅野さんより「この際３クラブでの

トライアングルを結んだら？」との提案があり１

０月末の第二例会で図ったところ前向きに検討

する事しようと言う事になった訳です。 

具体的には草津の一井さん甲府21の茅野さんと 

日程、場所など進め方を決める事になり、色々と

検討した結果４月に予定されている合同例会で

正式な締結式を行う事になりました。 

ただ、いきなり締結式に臨むのではなく事前に一

度顔合わせをとの要望も有り富士五湖クラブの

新年例会に草津から5名、甲府21から4名のメンバ

ーに参加して頂いた訳です。 

お陰様で1泊２日の交流を通じお互いの友好が更

に深められ４月の締結式に向けた準備が整いま

した。 

 

≪ニコニコ≫ 

 

☆標…楽しい会です。毎年参加したいと思い

ます。 

☆大和田…昨年に引き続き大変楽しい富士五

湖ワイズ新年会に参加できて感謝です。東

山荘の広岡浅子展へどうぞおいで下さい。 

☆岩田…御殿場のクリスマス会であぶりカル

ビができなかった岩田です。今日はとても

楽しかったです。 

☆望月…皆さま、お忙しい中、富士五湖クラ

ブの新年会参加ありがとうございます。こ

れからもよろしくお願いします。 

☆堀口…本館建て替えでない時に東山荘の職

員になって富士登山三昧の初夢をみました。 

☆前原…富士五湖クラブさんにはいつも楽し

ませて頂き、本当に嬉しく思っております。 

☆茅野ぱぱ…来週は入院、手術を受けます。 

五湖の新年会が今日で良かった。 

☆長田…楽しい一年になるようにがんばりま

しょう。 

☆林…久しぶりに寄せていただきました。 

 ありがとうございます。 

☆喜代子…楽しい新年会になってよかったで

す。 

☆薬袋…あした Fuji さんみえるかな？ 

☆小池…新年の新しい出会いにカンパイ 

☆池田(ふ)…本日はありがとうございます。 

 霊峰富士を仰ぎ、よい年のはじまりとなり

ました。 

☆一井…縁あって東と西が手をつなぐ 

 ありがとう 

☆洋美…たくさんのワイズに出会え、とても

幸せな時間でした。 

☆寺田…楽しい例会をありがとう 

☆茅野…今年最初の例会、最高です。 

 今年も良い年になるように 

☆五子…今日はみなさんと楽しい時間を過ご

せてうれしいです。 

☆金光…楽しいひとときをありがとうござい

ます。ムードがとてもいいです。 

☆一井(勢)…やっと山梨に来れて感激！ 

 明日は富士山が見えますように！！ 

☆杉山…楽しい例会をありがとうございまし

た。又、来年も？ 

☆池田…楽しい新年例会ありがとうございま

す。 

☆acco…和気あいあいと笑顔あふれる楽しい

時の中に心地よく…。今年も楽しい 1 年に

なるクラブ活動にしましょう！ 

☆標(恭)…いつも楽しい会、ありがとうござ

います。今年も子供達のために何かできる

といいけど… 

☆淑子…今年も楽しい新年例会です。ありが

とうございます。今年も楽しい一年になり

ます様に。 

☆後藤…みんな、ありがとう！いっぱい笑っ

て大盛況！！良かったね。 

☆松村…久しぶりの例会ありがとう。私が所

属している山梨 YMCA は大きく変改する

ときになっています。又、協力下さい。 



☆原…4 月のトライアングルに向け大きなハ

ズミがつきました。 

 

 

 

1 月第 2例会 

 

日時；2016 年 1 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；小池、望月 2、原 2、後藤 2、茅野、

長田、武藤＋マキちゃん 

小池会長より、新年例会お疲れ様でした。多

くのワイズの参加で盛大にできて良かったで

す。と挨拶された。使用済み切手のハサミを

入れながらの議事に入った。 

新年例会の反省を順番に話した。御殿場、草

津、甲府 21、甲府からの参加者を迎え、当初

15名程度の予約だったのが、28名にもなり盛

大にできて良かった。会計報告では何とか予

算通りで出来て良かった。大池ホテルには例

会場の設定と人数の増加にも対応して頂き助

かった。お酒も多く、カラオケも盛り上がっ

て良かった。翌日の忠霊塔からの富士は素晴

らしくきれいで良かった。富士山ミュージア

ムも良かった。DBC 締結の事前交流は成功し

たと思う。4月の草津での交流につなげてい 

きたい。雪が降らなくてよかった。座敷でな

くイスでの宴会で良かった。ビンゴも良かっ

た、担当はベストだった。 

2/13（土）あずさ部評議会（松本）；原 2（現

地集合）、小池、望月 2、後藤 2、茅野 

 8:00 望月宅出発、小池宅、双葉 SA 茅野合

流で松本に向かう。 

次年度 2016-2017 役員構成について；会長；

原俊彦。以下継続。 

会長順予定 2017；茅野。2018原淑子。2019

後藤明久。2020望月喜代子。 

卓話；小山久恵さんを頼む；3 月から 5 月ま

での例会で都合のよい日で調整する（acco） 

献金納入について；昨年同様に全献金を納入

する（会計） 

草津との DBC 締結について；4/16-17；小池、

原 2、茅野（区部含めて原さん担当） 

バナー持参；3月例会（事務局⇒小池会長） 

3/5-6次期会長・部役員研修会（東山荘）；原

次期会長、後藤昭子次期部 CS主査 

3/19-20 伊東移動例会について；伊豆一碧湖

ホテルを予約済み（望月） 

 甲府 21松村さん、伊東久保田部長、小山さ

んに出欠連絡する（事務局） 

2/21（日）富士宮クラブ 20周年記念例会 

3/5～6（土・日）次期会長・事業主査研修会

（原俊彦次期会長） 

3/12～13（土・日）伊東移動例会；須藤さん

卓話（長田実行委員長） 

4/23（土）第 6 回富士五湖フライングディス

ク大会 

5/29（日）御殿場クラブ 30周年記念例会 

3 月～5 月で小山久恵さんの都合で例会卓

話を組む。 

定刻になり、切手処理が終わらないため、次

回も継続する事にして例会終了となった。 

 

 

「あれやこれや」 

望月勉 

切手収集を始めたのは、小学校２年頃からでし

た。東海道新幹線の１０円切手が、私が初めて

手にした記念切手でした。おりから世の中切手

収集ブーム。記念切手発売日には、郵便局に朝

から行列が出来る時代でした。私も少ないお小

遣いで、記念切手発売日には近所のハガキや切

手を販売している家によく買いに行きました。

高校生の頃からは、アルバイトをしていること

もあり、１シートずつ買うようになりました。

社会人になり、結婚した後もそれは続きました。

近所の郵便局に１万から２万円ぐらい預けてお

くと、毎回１シートずつ、それが足りなくなる

まで買っておいてくれるのです。残金が少なく

なると連絡をくれました。それが１５年程前、

新聞に次のような記事が載っていました。日本 

の切手はあまりに発行が多いため、世界の切手

商から相手にされなくなっている。そのため、

ここ２０年程の記念切手は、プレミアがつくど

ころか、額面の８０％程度にしかならない。そ



の記事を読んだ途端、あっという間に切手収集

の熱意はなくなり、全ての記念切手をシートで

買う事はやめました。今では自分の好きなジャ

ンルだけ細々と買っています。それでも収集し

た切手帳は３０冊以上。自分で出す手紙はもち

ろん、夏は山小屋でも額面で販売しています。

い出しています。いつか卓話でその話をしたい

と思っています。 

 

 

 

 

≪山梨ＹＭＣＡだより≫ 

露木淳司 

「ぶどうの木」の成功に続き、今 YMCA で急成長傾向にあるプログラムは、アフタースクール

「プライムタイム」です。この 4 月から、甲府市からの受託事業である放課後児童クラブ 4,5 年

生受け入れの枠を３倍に拡大することになり、現在 70 名のメンバーが一気に 100 人超えかと予

測されています。高学年の増加により、音楽や英語、書道など、他の習い事への波及効果も大き

く、公益財団法人として地域の子育て支援に貢献する事業として期待が高まってきています。規

模が大きくなるとクォリティーを維持することが難しいですが、ここは気を引き締め、万全の体

制で期待に応えていきたいものです。この 1 月より新しく職員として中田久仁（41 才）を採用し

ました。野外活動もパワーアップして改めて YMCA７０周年、２０１６年は飛躍の年としたいも

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

 2/9 （火）      2 月第 1 例会        20 時～ふれあいセンター  

2/13 （土）      あずさ部第 2 回評議会       松本 

2/26 （金）      2 月第 2 例会        20 時～ふれあいセンター 

3/5(土)～6(日)     次期会長＆部役員研修会      御殿場 東山荘 

3/8 （火）      3 月第 1 例会        20 時～ふれあいセンター 

 3/19(土)～20(日)    3 月伊東移動例会         伊東温泉 

   

   

新年例会 

  懇親会 

  


