
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

  

 

   

 

  

 

   

  

                         

 

５月第２例会 

２０１６年５月２７日 

     於：原ワイズ河口湖別荘 

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、卓話 東京サンライズ 小山久恵氏 

５、諸報告 

６、閉会点鐘   

７、会食 

 

 

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 ５月ブリテン 第１３８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 

 

 

 

 

 

 

４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             ０円 

      累計   ２９，７５１円 

 

 

   ～田植えの季節となりました。 



2016 年 4 月第 1 例会 

 

日時；2016 年 4 月 12 日（火）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、原 2、茅野、後藤 2、三浦、

武藤＋マキちゃん、長田、望月(喜) 

小池会長より、伊東移動例会は盛り上がって

良かった。今後もこの調子で進もうと挨拶が

あり、早速議事に入った。 

① ロースター原稿について 

原稿の確認修正し、広告の変更(トモエ館

⇒望月建築) 

② 草津 DBC 合同例会の件 

4/16～17(土日)の草津での DBC 交流会。

茅野車＞小池会長：手土産準備。 

原 2 は別車で現地直行。 

③ プルタブ収集について 

東日本区事務所の小山さんに確認する

（原淑子） 

④ 山梨 YMCA 賛助会費；支払い済み(武藤) 

⑤ 4/23(土)フライングディスク大会につい

て 

現状ワイズ手伝い；標 2、浅羽、東京武蔵

野多摩 2、西 3、サンライズ 5？、御殿場

7、須藤さん夫妻で参加。富士見台中は修

学旅行で欠席、くるみも不参加。 

めばえが初参加で選手宣誓。 

健大性が 3 名、堀内先生が参加してくれ

る。審判 12 として予測合計 50 弁当必要

(小池) 

学生ボランティアに全員弁当を出す。ワ

イズ協力者参加費は 1000 円で弁当ジュ

ース。 

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100 円×130 ケ。 

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(富士吉田社協利用) 

当日 8:00 望月宅積込(長田)⇒パインズパ

ークへ向かう。富士五湖は 8:30 現地集合。 

8:07 富士山駅に東京から参加するワイズ

の迎えをする(小池)。 

⑥ 4/23(土)東京サンライズとの山中湖合同

例会；小池、原 2、後藤 2 

⑦ 久恵さん卓話：5/27(金)午後 7:30 に原さ

ん別邸。夕食は原さん準備してくれる。 

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。前夜祭から小池・後藤 2。 

⑧ 6/4～5(土日)長野区大会；望月 2、後藤 2、

茅野、小池。原 2 は結婚式後、電車で現

地。 

⑨ ブリテン原稿の割り振り；4/16-17 草津

DBC 交流会(小池)、フライングディスク

大会(長田)、例会報告＆あれやこれや(後

藤明久)、4/23 山中湖合同例会（原俊彦） 

西村寛子ﾖｼｺ(京都ゼロ)さん紹介の豚肉フ

ァンドの阿蘇豚肉を分けて解散した。 

今後の予定  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) 

 

草津クラブ＆甲府21クラブ  

合同例会に 参加して     

小池 亦彦 

4月の16-17日の2日間 草津クラブ/甲府21クラ

ブ合同例会にゲスト参加してきました 

場所は 琵琶湖 畔 今津サンブリッジホテル 

現皇太子夫妻も御泊りに成られた大変 

眺めの良い湖畔にドカンと聳え立つ新しいホ

テルでの開催でした。 

富士五湖からは4名 原 班 茅野 班の二組での

参加。こちら茅野班 朝9時半ころ 河口湖を

発 富士山の周りをぐるりと新富士から新東

名高速に入って直ぐに 原 班より 岡崎SE 



に居ると入電 ヤバ 200kも先に--- 

茅野 班.回りを気にしながら.かいじ特急並に

** 90分後 先ほど原 班 休憩の岡崎S何と

か14時過ぎには着きたいと言いながら SEで

腹ごしらえ 頑張りました。 

14時30分 オンタイム 栗東インター あれ 

原 班は? あー 伊賀と甲賀の両方を堪能して

---・来られるらしい 新緑がまぶしい季節 そ

れもよし。草津クラブメンバーと浮身堂にて合

流 琵琶湖の一番浅く狭い海岸を見ながら林メ

ンの解説 「んーデカイ」近江最古の白髭神社 

全国の白髭神社総本宮 道路拡張と共に海中

に移動した大鳥居 中々のビーュー ここで

原 班 合流 いやー緑が綺麗でした。 

 

で盛り上がり 本当は満開の予定だった 梅

津の桜並木 葉桜吹雪の中 ホテルへこの頃か

ら雲行きが怪しく 琵琶湖が一望できる最上

階ラウンジで例会に参加 新年例会に来て頂い

たメンバーと再会 いやー雪のない琵琶湖に

ようこそ 各位 大笑い。和やかに例会を終え 

 

いざ懇親会 ワイワイガヤガヤ例のごとく交流  

二次会は大部屋に移り 明日は遊覧船無理か

なーと呟きつつ草津クラブのクラブ創世記(若

い頃)の話をつまみに和やかに遅くまで盃を酌

み交わし翌朝 あらら 大嵐 サスガニ琵琶

湖 まるで海? 予定変更 八重桜なら･琵琶湖

畔桜並木をドライブ 奥琵琶湖パークウエイ

展望台なんと少し薄日が 湖畔でお茶してい

る間に見事にピーカン めざすはマキノ高原 

高原に近く成るにつれ 何か北海道を思わせ

る景色 メタセコイヤ並木がお出迎え 

マキノ高原にて精進料理? の昼食最高—高原地

帯が森林セラピーロードに指定されていると

の情報 案内板を眺めながら 21クラブの駒

田会長と此処のセラピーロードと西沢渓谷(山

梨県の森林セラピー基地に指定されてます)は.

あーだーこーだ言いながらいちど歩いて見た

いね との共通意見 ( 森林セラピーガイド

資格だけは有る私)帰りがけ メタセコイヤ並

木の真中で通行中の車に協力いただき記念撮

影楽しい時間はあっという間に過ぎてしまい

ました次は富士山例会にて 再会を願い 滋賀

県を後に みなさま有難うこざいました。 

 

 

2016 年 4 月第 2 例会 

 

日時；2016 年 4 月 22 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；小池、原 2、茅野、後藤 2、三浦、

武藤＋マキちゃん、長田、望月(喜) 

小池会長より、草津 DBC 合同例会は盛り上

がって良かった。ただ非常に遠かった、車で

行くのは大変だった。今後も続けて交流しよ

うとの雰囲気でした。いよいよ明日が富士五

湖クラブ最大の CS 事業です、よろしくお願

いしますと挨拶があり、早速議事に入った。 

① ロースター原稿について 

初校原稿、広告(望月建築、光伸プランニ

ング、富士山例会) を各自確認した。 

② 4/16～17(土日)草津 DBC 合同例会の件 

遠かった！内部事情を知らない人多かっ

たので、和やかな雰囲気だった。夜の会

は盛り上がって良かった。来年は山梨で

お会いしましょうとのことになった。ホ



テルは大きなホテルでしたが、部屋風呂

しかなく、大浴場が無いのが不思議だっ

た。天候が悪く波が高く、船が欠航とな

り、桜は葉桜で、早めの解散となった。

今後も甲府21と草津の合同例会にオブザ

ーバー参加ということで良いかな。 

③ 4/23(土)午後 5:30 からの東京サンライズ

との山中湖合同例会；小池、原 2、後藤 2 

④ 5/28(金)前夜祭 5/29(土)御殿場クラブ

30 周年。前夜祭から小池・後藤 2。三浦

前夜祭のみ。 

原 2 は、5/29(土)石巻チャーターナイトに

参加する。 

⑤ 5/14(土)；第 3 回あずさ部評議会(八王

子)；小池、原 2、後藤 2 

⑥ 平成 28 年熊本地震への支援について 

クラブから 30000 円＋フライングディス

ク大会での募金を送る。 

⑦ 4/23(土)フライングディスク大会につい

て 

プログラムに沿って流れを確認、担当の

再確認をした。現地集合 8:30 全体打合せ

9:00。 

大会会場に熊本地震の支援の募金箱だす。 

渡辺理事賞を出す。現状手伝いはワイ

ズ；標 2、浅羽、東京武蔵野多摩 1、西 3、

御殿場 7、甲府 21 クラブ 4。ディスク拾

いで健康科学大 3、堀内弁護士が参加して

くれる。望月さん紹介の長崎さんも来る。

望月(喜)、長田(写真)はフリー、集計は武

藤、原(淑)。 

初参加めばえの杉本成華さん選手宣誓。

ヨハネ支援、ふじざくら支援も参加する。

9 施設 96 名。 

審判 18 で合計 55 弁当必要、11 時現地配

達(小池)。記念写真は標部長にお願いする。 

試投式；4 サイト 4 名 5ｍ。表彰式は三浦

発表ごと表彰する。 

種別；アキュラシー4 コース、ディスタン

ス 

賞品；ワイズ賞、理事賞、市長賞、議長

賞、1～3 位メダル 20 セット(原) 

富士五湖クラブ賞：各施設の上位 5 名の

平均最高得点グループ。理事賞：ディス

タンスの最長者。市長賞：施設利用者の

参加率最高位。議長賞：施設の入った投

数の合計。 

天候が良いので、青少年センターの体育

館はキャンセルした。(三浦) 

参加費 300 円。お菓子担当はスイートベ

リー100 円×130 ケ。ジュース 150 本(武

藤) 

保険加入；武藤(富士吉田社協利用) 

当日 8:00 望月宅積込(長田)⇒パインズパ

ークへ向かう。富士五湖は 8:30 現地集合。 

三浦さんが作成したしおりの製本とサイ

トごとのチェック振分けをして明日に備

えた。 

⑧ ブリテン原稿の割り振り；4/16-17 草津

DBC 交流会(小池)、フライングディスク

大会(長田)、例会報告＆あれやこれや(後

藤明久)、4/23 山中湖合同例会（原俊彦） 

 

第 6 回障害者フライングディスク大会 

 

2016 年 4 月 23 日(土)8:30～15:30 

場所；富士パインズパーク芝生広場 

参加者；小池、原 2、望月 2、後藤 2、茅野、

武藤＋マキちゃん、三浦、須藤 2、長田 

協力者；ワイズ：標部長夫妻、浅羽次期部長、

東京武蔵野多摩 1、東京西 3、御殿場 6、甲府

21 クラブ 4、熱海グローリー2。健康科学大

3(福原 2 年、寺門 4 年、佐藤 4 年)、堀内弁護

士夫妻。審判団は伊藤事務局長始め 16 名。

三浦さんは審判兼任でした。 

朝から資材車担当の長田さんが事故にあい、

急遽後藤が望月宅に回って資材車を運転、現

地へ向かった。すでに来ていたワイズの協力

も得て、設営開始。富士五湖クラブバナーや

のぼり旗、テント、受付机・イス、参加者の

場所の設定表示板、大会横断幕などを設置し

ました。10 分遅れで全体打合せを行ない、各

担当への振分けと担当の概略を説明、召集誘

導隊・バンザイ隊に分かれて打合せで開会式

を定刻で開始しました。 

後藤司会で会長挨拶、三浦実行委員長のオリ



エンテーション、審判代表の伊藤事務局長の

進行運営の注意、原さんのメダル紹介、参加

ワイズ・ボランティアの紹介が行われた。 

標あずさ部長の来賓挨拶では、熊本地震への

支援募金のお願いと渡辺東日本区理事からの

寸志を小池会長に手渡された。参加者と協力

者の多い今回は特にありがたかった。 

 

今回初参加の施設めばえの杉本成華さんの力

強い選手宣誓があり、開会式終了です。 

フライングディスク協会の審判団主導で、皆

にディスクが配られ、音楽に合わせたディス

ク体操を行ない、準備運動ばっちりで、いよ

いよ大会開始です。 

早速召集して 4 サイトが出揃ったところで、

試投式があり、標部長・浅羽次期部長・駒田

元理事・杉山会長(富士山部)4 名が合図で一斉

に投げて、わーーと拍手で競技開始です。 

召集誘導は小池隊長でワイズの若い系？8 名

で運営、バンザイは須藤隊長で残りの協力者

17 名で盛り上げです。審判団も 16 名いたの

で、記録もして頂き、後藤 2 がフリーになれ

たので、運営がスムーズにできました。 

召集誘導には、小池隊長、原(俊)メン、茅野

メン、標夫妻・古屋夫妻・浅羽メンが頑張っ

て頂き良かったです。突然トイレに行く競技

者やいなくなる競技者などいて、障害者フラ

イングディスク大会の面白さも満喫して頂け

たと思います。 

最も大変なディスク拾いは、健康科学大のボ

ランティア 3 名と堀内弁護士の 4 名が担当し、

走りっぱなしで頑張ってくれて大助かりでし

た。若い彼らでも大変だったようです。 

 

 

順調に進み、10 投で輪の中に命中させるアキ

ュラシー競技が終わり、4 投(1 投練習)で距離

を競うディスタンス競技に進みました。総勢

88 名の参加があり、例年より多くて運営も大

変で時間もかかりました。何とか 12 時 30 分

過ぎに終わり、集計してすぐに閉会式に移り

ました。原次期会長の司会で進められ、三浦

実行委員長の結果発表と小池会長、標部長(理

事代行)からの表彰がありました。富士五湖ワ

イズ賞(みとおし)、東日本区理事賞(わかあゆ

山口裕之さん)、富士吉田市長賞(めばえ)、議

長賞(パルパル)でした。 

小池会長より標部長に熊本地震への支援の募

金30556円と富士五湖クラブより支援30000

円の合計 60556 円を渡しました。被災地支援

に役立てればと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



その後、フライングディスク協会の伊藤事務

局長の講評を頂き、閉会となりました。 

恒例の記念写真を標部長にカメラマンをお願

いして、第 6 回大会は終了となりました。 

ワイズメン、ボランティアたちに手伝って頂

き、のぼり旗やバナー・机などを撤収、シー

トを広げて昼食です。恒例の豪華弁当を食べ

て、懇親を深めました。原次期会長の進めで、

ワイズメンそれぞれの意見を聞き、健大ボラ

ンティアの佐藤さん・寺門さん・福原さん、

堀内弁護士夫妻の感想も聞き、今後のユース

事業への参加案内と納涼例会、富士山例会な

ど楽しいイベントを紹介しました。 

 

思ったより時間が押してしまい、午後 2 時過

ぎに遊歩道の草刈り・枝拾いを行ないました。

標部長夫妻には最後までお付き合い頂き、皆

で記念写真を撮って終了です。 

資材車を望月宅にお返しして、望月さんの状

況と長田さんの状況をお伺いしました。なん

とか大事にならずに回復してもらいたいです。 

年々、この大会の知名度も広まって来ています。

来年も又、ワイズ、大学等の若い人達にも協力

して頂いて、大勢の障がい者の皆様にフライン

グディスクを楽しんで頂きたいと思います。 

皆さま、お疲れ様でした。 

＊その他、多数のフライングデｲスク大会の写真

はＨＰからリンクしてアルバムでご覧ください。 

 

東京サンライズとの合同例会 in 山中湖 

原 俊彦 

4月23日(土)は朝から夜遅くまで何とも忙しい一 

日でした。 

朝8時半にメンバー全員がパインズパークに集合、 

富士五湖クラブとって最大のイベント「フライン

グディスク大会」の準備のためです。 

第6回目に当たる今年の大会は、新緑の鮮やかさ

が目に染みる芝生のグランドに審判団16名、ワイ

ズ協力者60名近く、競技参加者90名更に介護者の

方々を加え何と200名近くの大変賑やかで盛り上

がった大会となりました。 

大会が無事終わり皆で車座になって和やかな昼

食・・・初参加の県大生3人の自己紹介に始まり

伊豆高原からわざわざご参加頂いた須藤ご夫妻

など参加者皆さんから一言ずつ大会の感想を聞

いてお開きとなりました。 

皆さんと別れ一旦自宅に戻り一休みした後、今度

は東京サンライズとの合同例会出席のため山中

湖センターへ出かけました。 

5時半からの例会・懇親会には富士五湖クラブか

ら小池会長、後藤夫妻そして我々2人の計5名が参

加、毎回出席の望月夫妻が居ないのが何とも寂し

い感じでした。 

今回のワークはコテージ周りの手摺りのペンキ

塗りとの事でしたが、サンライズの参加者も6名

と極めて少なく20～25人もの参加者で大賑わい

した最盛期の山中ワークを知る者にとっては

少々残念な気がしました。 

例会が終わって恒例のご馳走タイム、気心の知れ

た仲間同士との懇親会は、心和み、話に花が咲き

「時が立つのを忘れる」とは正にこの事・・・・

急遽、飛び入りしたご近所にお住まいの宮内ワイ

ズも参加しての飲み会はあっという間に11時を

過ぎてしまいました。宴会終了後、通常なら喜代

子さんがアッシー君となり酔客 (？) を自宅に

お送りするのが恒例となっていますが、今回は私

が代行し、それぞれのお宅に無事お送りし、結局

午前様の帰宅となりました。 

この2つのイベントが行われるこの時期は、ここ

河口湖でも富士ザクラや三つ葉ツツジが一斉に

咲きそろい、若葉も芽吹き始めるため一年で最も

美しい季節と言えます。今年も好天に恵まれ無事

に終わった事に感謝!! 

 

 

 



あれやこれや  

                                  後藤明久 

毎年恒例の神楽かぐらの季節がやってきました。住んでいる 

忍野村内野地区の浅間神社の春の例大祭で奉納する獅子舞です。 

私はもっぱら獅子の役割ですが、横笛の練習も始めました。 

形かたを守るのも大変で、毎年練習しているのに、師匠と微妙 

に違う！年齢を重ね、体重も増加してきたので、もう大変です。 

勢いだけでは息切れと汗が止まりません。日頃の精進が全てで 

すね＾＾地域でのお祭りも役員が年々サラリーマン化の影響で、 

土日開催です。ただ準備は 2 週間以上を要するので大変なもの 

です。今年の最初の神楽は、疲れと息切れでぐらぐらで、年だ 

な！と言われてしまいました。二日目は酒セーブして、気合で

何とか乗り切りました。地域の祭りのための神楽保存会ですが、 

守ることが非常に難しいと思います。伝統作法だけでなく、 

心意気も守りたい、楽しみながら。 

二十歳で青年団に入って、獅子舞、日本舞踊、カラオケ、映画上映会など・・・なんでもしました。

それが今の原資になっているような気がします。いつでもどこでも、いろいろな経験をしていければ

と思います。今での若い奴は・・と言われて・・・30 年（笑）。 

これからも様々な経験を積んで、頑張っていきたいですね。もちろん、ワイズメンズクラブも。 

 

≪山梨 YMCA だより≫ 

                                       露木淳司 

今、熊本ＹＭＣＡが指定管理する益城運動公園には1300人を越える被災者が体育館や駐車場の車内

で生活をしているとのことです。直接ＹＭＣＡスタッフが担当する救援対策本部とＹＭＣＡ本部が

直結し、刻一刻と新情報が舞い込んできます。これに応えるべく山梨ＹＭＣＡでは、まずできるこ

ととして街頭募金を始めました。プライムタイムの子供たちが声をからして待ち行く人々に声を掛

けると多くの人が応えてくれました。参加した子どもたちは連日流れる被災地のニュースに無関心

でいられなくなり、2度目3度目の街頭募金に参加しようとしてくれています。ワイズの皆様も早速

東日本区から100万円の支援金が送られるなど、迅速な対応をしていただいています。これからも

被災地の皆様に寄り添い続けて行きたいと思います。 

 さて、5月1日はＹＭＣＡ創立記念日です。70年前のこの日に山梨ＹＭＣＡは誕生しました。それ

からＹＭＣＡの会館は2回移転をし、現在の建物は3番目の会館とのことです。そして今、新天地に

移るのか、現在の地に残るのか、不透明なまま道路拡幅工事を迎えようとしています。もっともっ

と皆さんの生の声を、アイディアをお聞かせください。今この時代に、この地で、未来に向けてＹ

ＭＣＡは何をすべきですか？どこにあるべきですか?移って欲しい場所はどこですか?耳寄りな物

件をご存知ではありませんか？何か斬新な発想をお持ちの方はいませんか？ 

これから75周年に向けて大胆に且つ慎重にＹＭＣＡ丸の舵取りをしていかなければなりません。Ｙ

ＭＣＡに連なる皆様と共に、総力を挙げてこの船を前に進めていきましょう。 

 

 

 

 

これからの予定 

 

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 

6/7(火)      6 月第 1 例会            ふれあいセンター 

6/11(土)      山梨ＹＭＣＡチャリテイラン 

 6/18(土)      6 月第 2 例会 2015 年度定期総会   


