
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

  

 

   

 

  

 

   

  

                         

 

４月第 1例会 

２０１６年４月１２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、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 ４月ブリテン 第１３７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   

    

     該当がありません。 

 

今月のアニバーサリー 

 

4 月 13 日 武藤敏彦＆五子夫妻 

       おめでとうございます 

 

 

 

 

 

 

３月のデータ 

  会員数    １３名 

  例会出席    ９名 

ゲスト               ７名 

例会出席率       ６９％        

ニコニコ BOX        １１，４００円 

      累計   ２９，７５１円 

 

 

～忍野から富士を望む 



2016 年 3 月伊東移動例会 

 

初 め て の 移 動 例 会                                         

須藤 繁 

 伊豆高原での初の移動例会は土砂降りで始ま

りました。現地責任者としては申し訳なく低頭

してお迎えしましたが、我が家で気合を入れて

差し出した「拳骨饅頭」が天に効いたのか、間

もなく雨は小降りとなり、万華鏡博物館で皆で

大笑いをした後はすっかり良い天気になりまし

た。旅館花吹雪での桜おこわの昼食は女性陣に

好評で現地責任者として面目を保ち、次いで向

かった断崖絶壁の城ヶ崎海岸では、皆昼メロの

主人公となった気分で白波の砕け散る光景と揺

れる吊り橋を楽しみました。 

 

 

 

 

三浦さんご推奨のホテルは、中国風の提灯が下

がるバリ風で、ベッドは天蓋からレースがヒラ

ヒラと揺れているロマンチックなものでした。

温泉入浴後、伊東クラブの方々も加わり、私の

お粗末な「玄関先のキリスト教」の話を聞いて

頂き、あとは飲み放題の怒涛の宴会タイムとな

りました。次いで２次会、カラオケタイムと続

き、珍しい小池さんの城ケ崎ブルースの名唱、

恒例となった茅野さんのトレインの爆唱、そし

て上を向いて歩こうの全員合唱で宴が終わった

のは午前１時でした。 

翌日はまっすぐに大室山に向かい、全員リフ

トから転げずに降りられたので無事山頂へ。残

念ながら伊豆七島は見えなかったものの、深い

火口底やそこから噴き出た溶岩で出来た広々と

した伊豆高原の風景を楽しみました。伊豆シャ

ボテン公園はあまりに長い入場者の列を見て諦

め、伊豆ガラスと工芸の美術館でガラスとは思

えないガラス製品に驚き、ジャポニズムなるも

のを学びました。この日のお昼は蕎麦屋で由比

の桜海老のかき揚げを楽しみ、拳骨饅頭のお店

と伊豆高原駅の干物のお店でお土産を買い入れ

てお楽しみは終了。私は駅駐車場でフライング

デスク大会までのしばしのお別れをしました。 

 

 

             集合写真をパチッ!! 

 

                               

武藤 五子 

3月19・20日の両日楽しみにしていた伊東移動例

会に行く事ができました。参加できない方がいた

のはとても残念でしたが、久しぶりにお元気な須

藤さんにお会いできました。 

須藤さんが伊東のパンフレットを用意してくだ

さり、また道案内をしていただき、城ヶ崎、万華

鏡博物館、蓮着寺、大室山、ガラスの博物館と楽

しく観光をさせていただきました。 

19日昼の花吹雪の桜会席も美味しくいただきま

した。また、須藤さんの卓話ではキリスト教を分



かりやすく説明していただく事ができ、ワイズに

所属していてもキリスト教の事が何もわからな

い私にはとても勉強になりました。 

伊東クラブの方々も7名も参加してくださり、伊

東クラブの活動のお話なども興味深いものでし

た。いつもなかなか外に出ることのできない私に

はとても楽しい時間でした。 

また次回を早く開催できたらいいなと思いまし

た。 

参加者：小池、原 2、武藤、三浦、茅野、須藤、

後藤 2、甲府 21 クラブ 松村夫妻 

伊東クラブ 久保田、牛田、榎本、梅原、齋藤 

堀口、野村 (敬称略) 

 

 

次期会長・役員研修会に出席して 

                                                                 

原 俊彦 

2011年6月に東日本区の役職から開放されてから

5年、富士五湖クラブの会長・ワイズでの役職が

久しぶりに回って来ました。 

東京サンライズでは2期連続で会長職を務めまし

たが、富士五湖クラブではもちろん初めて・・・

3月5日～6日に東山荘行われた会長研修会に出席

しました。東山荘の本館に入るや、ひと昔 (？) 

前に東日本区で、一緒に活動した懐かしい面々と

お会いし、言葉を交わしながら進んだため2階の

受付まで中々辿り着けないほど。 

到着早々、改めてどのクラブもメンバーの固定化

が進んでいる事を実感した次第です。 

今回この研修会に出席したのは区役員を含め120

名余り。開会式、現況報告などがあった後、研修

Ⅱで山田公平氏より基調講演が有りました。 

 

その中で特に印象に残ったのは、"スピリャリテ

イ"という言葉で、「内なる自分と向き合い自然

界からのメッセージをどう読み、どの様に生きる

のか？が大切。」これからの指針を頂いた感があ

ります。 

 

夕食を済ませた後、あずさ部は浅羽部長を囲んで

の懇親会となりましたが、酒を汲み交わしながら

深夜までこれからのワイズに付いて熱く熱く語

り合いました。 

2日目は早朝から雨模様・・・珍しく6時前に目が

覚めたので急遽早朝ウォーキングに参加、15名程

のメンバーと一緒に東山荘の中を散策。霧に霞ん

だ生憎の空模様でしたが、チャペルの上に雪を被

った霊峰富士が一瞬顔を出し我々を喜ばせてく

れました。早朝礼拝、会長としての諸報告、送金

に関する留意点などの種々の説明を受けた後、各

クラブ会長さん一人一人が自己紹介、今回の感

想・方針等が述べられ閉会となりました。 

富士五湖クラブからの出席者は次期CS事業主査

のAccoさんと2人でした。 

acco 

一昨年は次期クラブ会長として研修会に参加し、

今年は次期 CS 事業主査として参加させていた

だきました。前回は日帰りの研修会だったので

研修的にも親睦的にも何か物足りないものがあ

りましたが、今回は泊りの研修会ということで 

たくさん勉強できたし、2 段ベットのお部屋で

同室の女子たちと寝起きを共にすることもでき

てよかったし、部長を囲んでの親睦会もより懇

親を深めることができたことと思います。ただ

1 つ残念なことは各役員別の分科会においては

主任と主査二人というさびしいもので CS 事業

についての話し合いにはならなかったというこ



とでした。役員が毎年同じ人になってしまう傾

向か、研修会に参加されない方も多いように思

いますが、次期理事の方針にのっとってみんな

がまとまり会が運営されていくと思うので研修

会にはもっと多くの人が参加してほしいと思い

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        東山荘からの富士山 

 

 

 

お散歩例会に参加して… 

                               acco 

３月２６日と２７日は東京サンライズクラブの

ホストで京都プリンスクラブ、東広島クラブの

３クラブ合同のお散歩例会が東京で開催されま

した。サンライズの菰渕さんからのメールで開

催を知り、みなさんにご一緒したい！参加した

い！ということで参加させていただきました。

２６日１２時に上野不忍改札口に集合したのは

１９人。さっそく地下鉄に乗って浅草へ。浅草

の商店街から仲見世通りをぬけて。すごい人、

人、人…でした。 

 

浅草寺と浅間神社を参拝してスカイツリーを右

手に見ながら散策。次はミニケーブルカーに乗

って本龍院待乳山聖天（ほんりゅういんまつち

やましょうでん）へ。たくさんの大根がお供え

されていました。急ぎ足で移動し循環バス「北

めぐりん」で三ノ輪駅まで行きました。 

 

そこから今度は都電荒川線に乗って巣鴨へ。普

段はゆったりしている都電も春休みのせいか満

員状態。巣鴨駅から巣鴨商店街を散策。男性用、

女性用の赤い下着のお店が気になりつつも…。 

 

だいぶおなかも空いてきて、商店街にあった「明

石焼き」のお店で一休み。１杯の生ビールに明

石焼きとたこ焼きをいただいて英気を養って再

び散策。とげぬき地蔵尊の高岩寺にお参りして

また地下鉄に乗って要町へ。 

本日のバーベキュー懇親会場の「藤香思（とう

かそう）」に着くと朝からバーベキューの準備を

して下さっていた長津さんご夫妻と一足早くお

散歩から先回りした柴田さんが迎えてくれまし

た。お店の中に入るとなかなかいい雰囲気です。

それぞれが自由にテーブルに座って飲み物を片

手におしゃべりが始まって。外ではお肉が焼か

れていました。長津さんが朝から作ってくれて

いた燻製の数々もとても美味しかったです。サ

ンライズのバーベキューからの合流メンバーや

 



原夫妻と西村さんの奥さまも到着。みんなが揃

ったところでホストクラブであるサンライズの

大谷会長のあいさつ、京都プリンスの蒔田会長

のあいさつ、東広島の谷本さんのあいさつと続

いて、みんなで乾杯！炭火焼のお肉も美味しく

焼き上がり、食べながら飲みながらの親睦は深

まりました。翌２７日は１０時に日比谷線の筑

地駅の出口に集合。散策隊は１４人。まずは築

地本願寺を散策し、その後、築地場外市場の散

策。こちらも人、人、人…。よそみしていたら

迷子になってしまうほど。ひとまわりして、み

んなでお寿司屋さんで早めの昼食をとりました。

その後、築地から晴海通りを銀座・有楽町方面

へ…。京都からのみなさんは、はとバスツアー

に行かれるとか。私は葛飾で仕事を終わった主

人に晴海通りでピックアップしてもらい家路に

つきました。ご一緒させていただいたみなさま、

お世話になりどうもありがとうございました。 

 

おまけ…前日、宮内さんから親睦会？のお誘い

をいただいていたので、家から車で 18 分と近

くにある宮内さんの別荘へ一度家に帰ってから

また主人と一緒に繰り出して。  

メンバーの渡辺さんと新入会員の板村さんと 5

人で恋バナ談議に盛り上がりました。 

宮内さんの奥さま手作りのおでんとピクルスに 

お酒も進み…ごちそうさまでした！ 

楽しい 2 日間の休日でした。 

 

2016年 3月第 2例会 

後藤 

日時；2016 年 3 月 25 日（金）午後 8 時～9

時 30 分 於；富士吉田市ふれあいセンター 

参加者；原 2、茅野、後藤 2、三浦、武藤＋

マキちゃん、西村寛子ﾖｼｺ(京都ゼロ) 

小池会長は大阪出張で不在の為、原次期会長

の挨拶で議事に入った。 

① 伊東移動例会の反省、収支報告 

参加者全員の発言があり、楽しかった、

須藤さんの手配の店はおいしく良かった、

望月さんが行けなくてもったいなかった。

また企画したい、望月さんの復帰後の企

画が楽しみ。甲府 21 の松村夫妻の参加で

きて楽しくできた。松村さんからはお礼

状も来ている。などなど・・・ 

武藤；参加費 25000 円にしたので収支は

4515 円黒字でファンドへ繰入れ。宿泊は

4 人部屋 16500 円、3 人部屋 17000 円で

料理もおいしく、フリードリンクがバー

タイムまであり、カラオケも無料でホテ

ルでの追加料金が無くて良かった。例会

のニコニコは 11400 円。 

② 4/23(土)フライングディスク大会 

acco；市長賞、議長賞の賞状と盾を受け

取ってきた。 

現状ワイズ手伝い；標 2、浅羽、宮内、サ

ンライズ 

案内状郵送；甲府、甲府 21、御殿場クラ

ブ。メール；理事、CS 主任、あずさ部会

長など。 

＊4/23(土)夕方に山中湖ワークでサンラ

イズと合同例会を予定している。 

ボランティア；健康科学大に話してみる

（三浦）、富士学苑高校に要請（小池） 

学生ボランティアに全員弁当を出す。ワ

イズ参加協力者は 1000 円で弁当飲み物。 

種別；アキュラシー4 コース、ディスタン

ス 

賞品；ワイズ賞、市長賞、議長賞、1～3

位メダル 20 セット(原) 

雨天時はアキュラシーのみで青少年セン

ターの体育館で行う。 

参加費 300 円。お菓子担当はスイートベ

リー。 

4/9(土)締切＞三浦組合せ表作成＞茅野デ

ータ処理 4/19～20。最終チェックは 4/22

例会。保険加入；武藤 

③ 4 クラブ DBC 合同例会の件 

4/16～17(土日)の草津での DBC 交流会に

オブザーバー参加する。茅野車＞小池会

長＞原 2 

④ 久恵さん卓話の件 

5/27(金)に原さん別邸で予定。5/28 石巻ク

ラブチャーターナイトへ原 2、小山 2 で参

加予定。 

5/28(金)前夜祭？ 5/29(土)御殿場クラブ



30 周年。 

⑤ 西村寛子ﾖｼｺ(京都ゼロ)；歌舞伎役者のく

まどりの展示会がある。5/25～5/31(まる

ぜん) 

希少難病患者支援を西日本区メネット事

業で始めて、区全体の支援になっている。

希少難病を患いながら前向きに活動する

中岡亜希さんと出会い始まった。東海大

学の佐藤准教授が協力している。難病を

見つける試薬が 50000 円する、その支援

に阿蘇の藤本氏の養豚所の協力で豚肉フ

ァンドを作った。3000 円×5 セットで送

料無料になるとのことで、参加者で購入

し、協力した(原、茅野、三浦、後藤、武

藤)＞4/12(火)第 1 例会日に後藤宅に届く。 

⑥ 三浦；世界自閉症啓発デー4/2(土)河口湖

フォレストモールでイベントあり、三浦

も参加するので、ぜひ来て下さいとのこ

と。市役所やハイランドの観覧車をブル

ーにライトアップされる。ブルーは癒し

の色で穏やかな気持ちになる。全国的に

ブルーにライトアップされる。 

⑦ 6/4～5(土日)長野区大会；望月 2、原 2、

後藤 2、茅野、小池（各自で申し込む） 

⑧ 今後の予定  

4/12(火)；4 月第 1 例会。4/22(金)；4 月第

2 例会。 

4/16～17(土日)の草津での DBC 交流会

(小池、原 2、茅野) 

4/23(土)；フライングディスク大会、山中

湖合同例会。 

5/14(土)；第 3 回あずさ部評議会(八王子) 

 

 

北口本宮冨士浅間神社の夫婦うめ 

「あれやこれや」 

原 淑子 

皆さん、こんにちは！ 私は、原家のマロンで

す。ママが、富士五湖クラブのブリテンの「あ

れやこれや」の４月担当で、困った、困ったと

言うので、ちょっとお手伝いをしてあげようか

なぁと思いました。今年の２月で２才になりま

した。私は、プードルとマルチーズのミックス

で「マルプー」だそうです。ミックスとは、お

しゃれですが、簡単に言えば、雑種で〜す。 

生まれは、埼玉県らしいのですが、笛吹市のペ

ットショップで、４ヶ月「誰か貰い手いないか

ぁ〜。」と、待っていました。パパが富士吉田の

ペットショップのお姉さんから写メを見せて貰

い、すぐに来てくれて、一目で私を気に入り、

その日から原家の一員になりました。 

私は、三代目です。ずーっと前にラリー兄さん

とその後は、チェリー姉さんが居たそうです。 

私は、散歩が大好きです。毎朝、毎晩パパと出

掛けます。雨の時は、直ぐそばの電車の高架線

の下に行くので全然濡れません。パパもお陰で

歩数が増えました。 

ごはんはねぇ・・・。最初は、あんまり食べな

かったので、病院の先生も 1 才過ぎたら落ち着

いて来て食も細くなります、だったんだけどぉ

〜、「ささみ」を貰ったら、ひゃーオイチイ！！！ 

「もっと、もっとちょーだい」って駄々をこね

て、ささみをおかわりしちゃいました。 

それで、いつものご飯を食べなかったら、ら、

ら、太ちゃいました。 

ママは、「これじゃ、だめだ！病院の先生もささ

みは、ちょっと・・」で、今は前のご飯に戻っ

ちゃいました。私は、最初からキャベツの芯が

だぁ〜い好きなので、目下、春キャベツの芯の

大盛り（ほんとにおいしい！）とドッグフード 

です。少しは、戻ったみたいです。 

1 ヶ月に 1 回トリミングに行きます。トリミン

グをして貰った日は、プードルっぽいお顔で、

ちょっとおすましかな。でも、1 週間位すると、

マルプーになって、だんだん、モサモサって。 

それも良いのかな。お散歩していると「かわい

〜」と、言われる事も・・えへへ。 

それと、まつ毛がすご〜く長いんです。今、巷



では付けまつ毛が流行っていて、「バサバサ・・」 

私も負けずに クルンです。 

 

ワンワン吠えちゃいます。でも、ボールとか投

げてくれるので楽しいよ。 

夜は、10 時には、眠くなるので寝たいんだけど、

パパもママも中々寝ないので、仕方無いから私

だけベッドへ・・。おやすみなさ〜い。 

そうそう、私がとっても好きじゃない事が有り

まぁ〜す。私はお留守番は、あんまし好きじゃ

有りません。だけど、パパとママはワイズメン

ズの行事とかで良くお出かけします。なかなか

帰って来ません・・・クスン。 

ペット OK の時は、富士五湖クラブの皆さんに

会いたいで〜す。 

これからも宜しくお願いしま〜す。ペコリ。 

 

 

 

山梨 YMCA だより 

露木淳司 

春休みは 3 泊 4 日の戸隠スキーキャンプとわいわい地球塾 5 本を実施します。まだまだ寒い伊豆の春

の海でイルカと泳ごうというプログラムが人気です。 

 また、この春からプライムタイムの新しい拠点として南西望みの家がオープンします。日本キリス

ト教団甲府中央教会のご協力の下に礼拝堂をリニューアルしてアフタースクールの会場として提供し

ていただきました。甲府市下石田の住宅地にあり、目の前に広大な南西第 4 公園が広がっています。

甲府市から委託された小学生高学年の受け入れ拡大に対応しての決定です。公益法人として YMCA

運動を地域に浸透させていく取り組みとしてこんごも 力を入れていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

 

4/12(火)      4 月第 1 例会           ふれあいセンター 

4/22(金)      4 月第 2 例会           ふれあいセンター 

4/23(土)      第 6 回障がい者フライングデｲスク大会 パインズパーク 

                  山中湖合同例会(東京サンライズ合同) 東京Ｙ山中湖センター 

5/10(火)      5 月第 1 例会           ふれあいセンター 

5/14(土)      第 3 回あずさ部評議会       八王子 

5/27(金)      5 月第 2 例会 小山久恵さん卓話予定 原メン河口湖別荘 

5/29(日)      御殿場クラブ 30 周年記念例会    御殿場 東山荘 

6/4(土)~6/5(日)   第 19 回東日本区大会        長野 

6/11(土)      山梨ＹＭＣＡチャリテイラン 

 

時々、休日の時と

か夕方に、パパと

ママの孫の武蔵

君（7 才）が遊び

に来ます。「マロ

ン、マロン」と遊

んでくれるので

すが、私の好きな

遊びとちょっと

違うかなぁ・・ 


