
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

  

 

   

 

  

 

   

  

                         

 

６月第２例会（定期総会） 

２０１６年６月１８日(金) PM６時～ 

     於：イルバッコ 

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、定期総会 

５、諸報告 

６、閉会点鐘   

  ごくろうさん会 

 

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 ６月ブリテン 第１３９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  

 

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    １３名 

  例会出席    １１名 

ゲスト               ３名 

例会出席率       ８５％        

ニコニコ BOX          ５，０００円 

      累計   ３４，７５１円 

 

 

 

   御殿場 東山荘からの富士山 



2016 年 5 月第 1 例会 

 

日時；2016 年 5 月 10 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、望月 2 

小池会長より、フライングディスク大会お疲れ

様でした。多くの参加者と協力者で盛大にでき

て良かったです。反省会を踏まえて次に生かし

ましょうと挨拶があり、早速議事に入った。 

① 4/23(土)フライングディスク大会について 

大会会場で熊本地震の支援の緊急募金をし

てクラブからの献金 30000 円と合わせて

60556 円を標あずさ部長に渡せてよかった。 

参加者 89 名。渡辺理事から寸志が頂け、理

事賞を出せた。協力者は、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(福原さん 2 年、寺門

さん 4 年、佐藤さん 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。弁当 57 で予定通り、豪

華弁当で良かった。ユースの協力やワイズの

協力の広がりでうまく運営できた。次回にも

うまくつなげていきたい。 

来年への課題・注意点；ディスタンスでのお

菓子の配布をしてしまった。アンダー3 はメ

ダルない。＞お菓子、メダルの箱に注意書き

することが必要。 

ディスタンス部門に多くの参加者がいて時

間がかかった、3 レーンから 4 レーンに変更

できないか？＞ディスタンス用の記録や審

判の一部の作業を事前に習って、ワイズで代

行出来れば可能なので、次回の協力者数など

で検討する。 

会場は素晴らしく、天気も良く良い大会でし

た。今後の発展に期待できます。 

ワイズ協力者が多かったが、富士五湖クラブ

員が少ないので、どう働いてもらうか検討す

べき、バンザイ隊ばかりではうまくいかない

＞各係のマニュアル化をして仕事をわかり

やすくする。 

召集誘導係を 2 名 1 組から 3 名 1 組にした方

が良い。いなくなる人や不明者を探す係がい

ると助かる＞次回の協力者数で割り振る、3

名 1 組あるいは 4 組に 2 名プラスか考える。 

名前がわかりづらい＞ワッペンの名前を大

きく表示する（茅野検討） 

富士五湖クラブ員が分かりづらい＞富士五

湖ポロシャツ＋名札ホルダーを使う。 

協力者が多くて負担しきれないので飲み物

を持参してもらうのはどうか＞案内状に記

載するか。 

② 5/14(土)；第 3 回あずさ部評議会(八王子)；

原 2、後藤 2。小池会長法事のためキャンセ

ル。 

今回は新旧役員の懇親の企画あり、出来れ

ば参加する。 

③ 5/27(金)；5 月第 2 例会(原別邸 PM7:00)：

小山久恵さん卓話＞早く行ける人は準備手

伝い。 

USB でパワーポイント使えるパソコン、

HDMI コードでテレビ放映にする(原さん

段取り) 

例会開始 7:00 卓話 45 分食事 8:00。健康科

学大生と堀内弁護士夫妻を誘う(三浦) 

飲み物類はあるので問題なし。望月さんも

参加予定。 

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。望月 2 追

加申込みする。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 6/18(土)定期総会＆御苦労さん会；場所イル

バッコビズ 3000 円会費(三浦予約) 

今後の予定   

 5/14(土)；あずさ部評議会(八王子)：原 2、後

藤 2 

 5/27(金)；5 月第 2 例会(原別邸 PM7:00)：小

山久恵さん卓話 

  5/28(土)；石巻チャーターナイト：原 2 

 5/28(土)～5/29(日)；御殿場 30 周年。小池、

後藤 2(土日)。 三浦(前夜祭のみ)。望月 2(日

のみ) 

 6/4～5(土日)；長野区大会：小池直行、原 2

直行、望月 2、後藤 2、茅野双葉合流。 



6/11 チャリティラン：望月 2、原 2、後藤 2。 

今回は、望月さんが頑張って参加してくれて

良かったです。顔色も良くなってきましたが、

明日は再度入院ということで早めに帰られ

ました。頑張って回復して頂き、一緒に各イ

ベントには参加できるようにお待ちしてお

ります。例会お疲れさまでした。 

 

 

第 3回あずさ部アイリス評議会 
                                   

原 俊彦 

5月14日(土)、今年度あずさ部最後の評議会が東

京八王子クラブのホストで開催されました。会場

は高尾山駅からバスで15分ほどの所にある「高尾

わくわくヴィレッジ。今回は、車ではなく小田急、

JRを乗り継いで一時間ちょっと掛けて電車で行

きましたが、懇親会は夕方のためお腹空くかな？

と考えて駅前のそば屋に駆け込み慌ただしく昼

食。しかし、ヴィレッジに着いていきなり反省 

そう、この施設には立派なレストランが有ったの

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の評議会にはあずさ部11のクラブから66名

の参加者がありましが、富士五湖クラブからは小

池会長が所用で欠席した為、後藤夫妻と我々2人

の計4人と少々寂しい感じでした。 

提出された議題は殆ど次年度の案件で、浅羽次期

部長による「次年度活動方針」「予算案」「部会・

評議会の日程」などで、何れも全員一致で承認さ

れました。 

そして、最後の議案として浅羽部長の次の部長と

して東京西クラブの大野貞次ワイズが指名され

承認されました。 

なお、浅羽部長の部長方針は「あずさ部は賜物の

宝庫。もっと生かそうぜ!」と言うもので、「メ

ンバー一人ひとりが持っている賜物・・・見識、

特技、人脈、財、時間などをもう少し拠出してク

ラブ活動を更に活性化しませんか？」と言うモノ

次年度は久し振りに会長職と言うことも有り、こ

方針をシッカリと肝に命じ頑張って行きたいと

思います。 

 

横浜つづきワイズメン＆ 

ウイメンズ クラブ 設立 10周年記念例会 

                                    

原 淑子 

5 月 21 日（土）~22 日（日）、富士山 YMCA で

行われました。原二人は、21 日（土）に 

参加しました。参加者総勢約 50 名。天候にも

恵まれ、5 月の爽やかな日で、富士山 YMCA の

木々の緑と富士山に心なごみました。記念例会

の後、村井仙台 YMCA 総主事、濱塚盛岡 YMCA

総主事による「東日本大震災 あれから５年」−

今後の支援を考えるシンポジューム−として、被

災地の現状の再認識、これからの支援の方向性

等ビデオ、説明を聞きました。又、東京世田谷

クラブの小川ワイズ、もりおかクラブの井上ワ

イズ、大関ワイズから体験談も伺いました。 

丁度、翌週の 28 日に石巻広域ワイズメンズク

ラブのチャータナイト、29 日に被災地視察に参

加しましたが、21 日に伺った内容を目の当たり

で実感しました。 

第３部では、BBQ パーティー。昔は馬の厩舎だ

った広い建物で、火を起こしているのは、飼い

葉桶だったとの事．全部に火が入ったら、何人

分焼けるのかなぁ、と思ってしまいました。 

10 年前の設立総会にも参加しましたので、つづ

きクラブの活躍は頼もしいなと思いました。 

原二人は、新幹線の時間の為、第３部で帰路に

着きました。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016 年 5 月第 2 例会 

 

日時；2016 年 5 月 27 日（金）午後 7 時～10

時 00 分    場所；富士河口湖町 原別邸 

参加者；小池、原 2、茅野、後藤 2、三浦、武

藤、望月 2、健大生 2 

ゲストスピーカー；BF フルグラント 小山久

恵さん(東京サンライズ) 

久々の卓話を原さんの別邸で小山久恵さんを迎

えることになりました。東京から着て頂くと帰

りの足が無いので、原さんのところに泊って頂

くことにした。食事も原さんが準備してくれる

ことになり、原家におんぶにだっこでの卓話例

会となった。始めに議事を進め、卓話、食事の

順番とした。 

① アイリス評議会報告 2016 年 5 月 14 日

(土)；参加者：原 2、後藤 2 

今年度最後の評議会は、高尾わくわくビレ

ッジで行われ、次期の浅羽あずさ部長年度

の方針と新旧役員の引継などを、東京八王

子クラブのホストで行われた。 

中塚メンの司会で進められ、標部長の開会

点鐘、橋本メンのハーモニカ伴奏でのワイ

ズソング斉唱、並木メンの開会祈祷、長谷

川会長から心をこめた準備をしたと歓迎の

挨拶で評議会が始まった。 

荒川あずさ部書記より、議決権者 55 名(重

複 3)の内、参加者 40 委任状 13＞定足数 34

と発表。標あずさ部長の評議会成立宣言が

り、議案審議に入った。 

浅羽次期部長の方針は、クラブ内の一人一

人の賜物を生かしてほしい、公式訪問でも

一人一人を知りたい、部内外の交流を進め

て部の活性化を目指すとの事でした。部長

通信を毎月発行すると次期あずさ部書記の

小山久恵さんからも発表された。次期 CS

主査には富士五湖クラブの後藤昭子メンも

名を連ねている。 

次々期あずさ部長に東京西クラブの大野貞

次メンが決まった。評議会と部会日程も決

まった。 

その後、標部長の役員会報告と活動報告が

なされ、「ワイズメンとして一歩前進」の部

長主題の総括を行なった。各主査、各会長

の活動報告がなされ、閉会式に移った。 

松村監事(甲府 21)より、あずさ部 185 名の

内、3 割が参加している。素晴らしい部活

動をしていると思う、今後も地域の中心に

なって活動してほしいと講評があった。 

フライングディスク大会で集めた熊本地震

への義援金 30556 円を標部長から、クラブ

より 30000 円を原次期会長から、それぞれ

渡辺区理事に手渡された。熊本県では西ク

ラブの岩本メンが次期西日本区理事になり、

2 クラブのチャーターを予定している。 

YMCA の歌を唱和し、標部長の閉会点鐘で

評議会は終了。記念写真をとり、懇親会へ

突入。 

あずさ部会計の小倉メンの食前感謝と乾杯

で始まった懇親会は、日頃の八王子クラブ

の貢献を反映して、素晴らしい内容でした。 

来年度のあずさ部日程は、第 1 回評議会

7/16(土)：東京武蔵野多摩ホスト(同日に西

クラブ 40 周年記念例会もある )。部会

10/22(土)：東京山手ホスト。第 2 回評議会

2/11(土)東京サンライズホスト。第 3 回評議

会 5/13(土)東京たんぽぽホストで決まった。 

その後、次期あずさ部長の浅羽さんを中心

とした、新旧の部役員の話し合いを持ち、

今後の活動の方向性を出し合った。 

② 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。望月 2 追

加申込みする。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。 

③ 6/4-5(土日)長野区大会；小池、後藤 2、茅野、

原 2 

  富士五湖クラブは受付補助、弁当配布の担

当；現地 9 時目安で後藤家 5 時＞小池＞茅

野。原 2 は、姪の結婚式で遅れて、懇親会

時に合流予定。 

④ 山梨チャリティラン景品；小池提供 Fujidas 

T シャツ 5 枚 10000 円相当。 

⑤ 来期の部長公式訪問；9/24(土)富士山例会に

決定（小山次期書記） 

今後の予定 

6/4-5(土日)長野区大会；小池、後藤 2、茅野、



原 2 

6/7(火)6 月第 1 例会 

6/11(土)チャリティラン；小池、原 2、後藤

2 

6/18(土)定期総会＆御苦労さん会；場所イル

バッコビズ 3000 円会費(三浦予約) 

 

小山久恵さん卓話；茅野さんがハイランドでお

迎えして原別邸へ集合した。 

USB でパワーポイント使えるパソコン、HDMI

コードでテレビ放映する段取りを原さんがして

くれて、例会開始 7:00 卓話 45 分食事 8:00 で

進めた。途中から健康科学大生 2 名も参加した。 

小山さんは、不祝儀で 3 週間遅れで 10/5 出発、

バンコク経由で 1 日かかってオーストラリアへ。

気候は日本と反対で 10 月の春でした。 

当初は、各クラブを回ってからサウスパシフィ

ックエリアの大会に出るはずだったが、日程が

変わってしまい、大会参加後、各クラブ訪問と

なった。オーストラリア区は 3 部 12 クラブ 214

名。シドニー北 80km のサザン部、2～3 時間は

なれたセントラル部、4～5 時間はなれたノース

部がある。さすが広大な大陸ということがわか

る。2015 年 6 月にフィージー島に現役学生の

み 20 名のスバクラブをテスト的に作った。ネ

ットで情報交換しているとの事。 

オーストラリアは理事が2年任期という点、300

万円など寄付額がすごいという点、YMCA への

サポートは現金という点、各 YMCA の中に必

ずワイズメンズクラブの部屋やコーナーがある

などの違いに驚いた。街のイベントなどに参加

して、古本市をしたり、食べ物や飲み物を売り、

お金をもうけて YMCA に寄付している。クラ

ブで組み立て式メリーゴーランドを所有してい

るところ、毎週ラッフル券でのファンドをする

ところ、例会の前にお酒を飲んだりするところ

と、面白い所やおおらかな大陸気質を感じた。

オーストラリアがワインの産地という点も見逃

せないところです。 

YMCA には、ジムやフワフワの遊具、スポーツ

用品販売していて、日本でのスポーツジムなど

を併用している点は興味深かった。YMCA 独自

に収益を上げている点も勉強になった。ワイズ

と YMCA との関係を考える上で見習うべき点

もあると思った。 

実際に BF で参加してきた小山久恵さんの話を

映像を交えながら聞いて見て、世界の広さやワ

イズのあり方の違いなどを実感できた。楽しい

お話をありがとうございました。 

 

卓話終了後、原さんお手製のラザニアやパスタ

に舌鼓を打ち、おいしいワイン、タイ直送の完

熟マンゴウ、特別なチョコレートも頂き、健大

生（福原さん 2 年、寺門さん 4 年）も合流して

和気あいあいと盛り上がりました。楽しいひと

時ありがとうございました。どうもお疲れ様で

した。 

 

石巻広域クラブ、チャーターナイト                                                                  

原 俊彦 

東日本大震災発生から丸5年、大震災における最

大の被災地である石巻に仙台3クラブの熱い思い

が実り、「石巻広域クラブ」が誕生しました。 

チャーターナイトが行われたのは5月28日の土曜

日・・・実はその前夜、東京サンライズ小山久恵

さんの卓話が河口湖の拙宅で行われ、卓話の後に

は手料理にアルコールも入った為、話も盛り上が

り結局ベッド入ったのが午前様・・・翌朝はチャ



ーターナイトに間に合わせるべく早朝5時半に起

床、河口湖を出たのが6時過ぎでした。幸い渋滞

に巻き込まれず余裕で東京駅に着いたためユッ

クリ朝食を食べる事が出来ました。 

認証状授与式は午後2時、平井会長の開会点鐘に

よって始まりましたが、新クラブのメンバーの中

に清水さん、関さんなどベテランが移籍と言う形

で加わった事でクラブに厚みが増しこれからの

活動にも更に大きな期待が寄せられました。 

 

清水ワイズによる設立までの経過報告、渡辺理事

による認証状伝達、バッジ装着そして弊社で作成

したクラブバナーの披露が行われ、最後に石巻市

長、商工会議所会頭などご来賓の方々の祝辞が続

きました。授与式の大締めは平井会長の決意表

明・・・静かな語りの中に石巻地域の復興に向け

た力強い意思を感じました。第三部の祝会が18時

にお開きになった後は駅前に用意された二次会

に出席、新しくメンバーになった方々とより一層

親しい交わりの時を持つ事が出来ました。 

2日目は仙台YMCA総主事の村井さんの運転、案内

で被災地視察に出掛けました。先ずは石巻市が一

望に見渡せる日和が丘に連れて行ってもらう。瓦

礫の山こそ取り除かれているものの海に向かっ

て土砂剥き出しの荒れ野原・・・ポツンポツンと

大きな工場らしき無機質な建物が建っている状

態で丸5年の月日が本当に経ったのか？我が目を

疑ってしまう程遅々とした現状にア然としてし

まいました。その後浦宿浜、女川町、大川小学校、

南三陸町と回りましたが何れの地区も2年程前に

訪ねた時と状況は皆同じ。復興は確実に進んでい

ると言われているが自らの目で見、現地に足を運

んでみて戸惑いを覚えたのは私だけではないと

思います。これからもあの現状を忘れない事、そ

して可能な範囲で継続した支援を続ける事が大

切であると肝に命じた旅でも有りました。 

 

御殿場ワイズメンズクラブ 

３０周年例会 

               望月勉 

2016 年 5 月 29 日 於：御殿場 東山荘 

2 月 13 日に松本で行われた、あずさ部評議会に

参加してから、3 カ月ぶりにワイズメンズクラ

ブの行事に参加しました。28 日に前夜祭のバー

ベキューパーティー。これには富士五湖クラブ

から 4 名出席。（小池親子、後藤 2、三浦）そし

て 29 日記念例会には、富士五湖クラブから小

池会長、後藤 2 名、望月 2 名、計 5 名が出席し

ました。参加人数は約 125 名でした。 

 

10 時からオープニングの富岳太鼓の演奏で始

まり、杉山クラブ会長の開会点鐘、渡辺東日本

区理事の挨拶、御殿場市長挨拶等と進み、記念

事業、目録贈呈、そして最後にアトラクション

として富岳太鼓、そして小山高校のドリルダン

スがあり、第一部は終了しました。第二部は会

場を移動して、30 周年記念懇親会が本館 2 階で

行われました。御殿場クラブ会員の友人による

日本舞踊、会員による絵画贈呈、最後に時期ク

ラブ会長前原実行委員長の御礼の挨拶があり終

了しました。10 年前には会員が 7 名になり休会

になりそうになったクラブが、今では 24 名の

大クラブとなっています。富士五湖クラブも、

全員で御殿場クラブにその時の話を伺ってみた

いと思いました。30 周年例会の意気込みを強く

感じました。 

富士五湖クラブから一番近いクラブとして、こ

れからも交流を進めたいと思います。 



あれやこれや 

望月喜代子 

主人（望月勉）が、3 月 16 日に胃がんの手術を受けました。術後、先生の説明だと悪い所は全部取っ

たので、もう大丈夫という事でしたので、後は日が経てば良くなるといことで、3 週間ほどで退院し

ました。ところが、退院して 2 日目に熱が出始めて、一向に下がりません。トモエ医院で診察しても

らったところ、肺が炎症を起こしている、そして肺の一番下の横隔膜のところに膿疱があるという

ことでした。それから 2 度再入院して、膿疱と肺の水を抜く予定でしたが、2 度とも手術出

来なく（3 度目の入院は先生が手術に自信がない）、未だトモエ医院で毎日点滴をしています。

すでに退院してから 2 カ月、いつになったら治るのか、誰も分からない毎日です。 

 

≪山梨 YMCA だより≫ 

                                   露木淳司 

5 月 28 日(土)、今年の定期総会が無事終わりました。2015 年度の事業報告と会計報告を承認してい

ただき、新しい常議員の皆様のお披露目を果たすことができました。第 2 部では 70 周年の祝会が行

われ、懐かしい昔話に耳を傾け、合せて将来計画についても考えるときを持ちました。 

5 月は通常のプログラムに加えて、この総会とチャリティーランの準備と夏季プログラムの企画募集

を同時に進めていかねばならず、猫の手も借りたい状況となります。そして 6 月に入り、チャリティ

ーランが終わるとようやく一段落して、夏を迎える心の準備をします。そして７月中旬より、いよい

よ夏のプログラムが連日続きます。毎年のことながら連続的に続く精神的なプレッシャーは半端では

ありません。さながら嵐の中の大海原でボートをこいでいるような心境です。いつもお元気なワイズ

の皆様からのエールを受け止め、スタッフ一丸となってこの夏を乗り切りたいと願っております。 

 

 
                                        これからの予定 

 

6/4(土)~6/5(日)  第 19 回東日本区大会     長野若里市民文化ホール/ホテルメルパルク 

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

6/11(土)     第 19 回 山梨ＹＭＣＡチャリテイラン 小瀬 補助競技場 

 6/18(土)     6 月第 2 例会 2015 年度定期総会   河口湖 イルバッコ  

  7/ 8(金)     7 月キックオフ例会         ふれあいセンター 

 7/22(金)    7 月第 2 例会                        ふれあいセンター 

 8/20(土)    8 月納涼例会 

 

 ＊次年度より例会日が変更になります。 

  第 1 例会：第 2 金曜日 第 2 例会：第 4 金曜日 

つぶやき 

 あと半月でワイズ年度も新年度を迎えます。今年度中はご協力どうもありがとうございました。 

 望月会員は療養中ですが、病気を撃退して 1 日も早く元気に復活してくれることを 

 会員一同お祈りしています。acco 


