
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月第２例会 

２０１7年２月２４日ＰＭ８時～ 

     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   

  

第１例会は１１日の評議会振替 

 

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 

２０１７年 富士五湖クラブ ２月ブリテン 第１４７号 

国 際 会 長 ：Joan Wilson（カナダ） 

「私たちの未来は、今日より始まる」 

アジア地域会長：Tung Ming Hsiao （台湾） 

「ワイズ運動を尊重しよう」 

東日本区理事：利根川 恵子（川越） 

「明日に向かって、今日動こう 」 

あずさ部長：浅羽俊一郎(東京山手) 

「あずさ部は賜物の宝庫。もっと活かそうぜ！」 

  

富士五湖クラブ会長：原 俊彦 

  『一人ひとり持ち味を出して輝こう！』 

会長 原 俊彦 

副会長 茅野信雄 

副会長 望月 勉 

書記 後藤明久 

会計 武藤五子 

会計 望月喜代子 

直前会長 小池亦彦          

 

 

１月のデータ 

  会員数    １１名 

  例会出席    １０名 

例会出席率       ９１％        

ニコニコ BOX              ０円 

累計             ４８６円 

 

 

 

今月のハッピーバースデー 

 

  今月のハッピーバースデー   

7 日 須藤道子さん 

   27 日 原 淑子さん 

   おめでとうございます！ 

 

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。 

 

 

 

    河口湖 湖月より朝富士を望む 



2017年 新年例会 

原 俊彦 

2017年の幕開けとなる富士五湖クラブの新年会

が、1月13〜14日の一泊まりで「ホテル湖月」 

で開催されました。今年も甲府21クラブから3名、

御殿場クラブから7名、合計10名のお客様をお迎

えして大変賑やかな新年会となりました。 

3時過ぎにホテルに着くや部屋では既に望月さん

や寺田さん、茅野パパが飲み物片手に宴会を始め

ていました。私は直ぐに浴衣に着替え大浴場へ。

雪を被った富士山を眺めながらユッタリと露天

風呂に浸かり至極のひと時を過ごしました。6時

半には殆どのメンバーが揃ったので、宴会場で簡

単な例会を行ない、そのまま懇親会に突入。途中

からカラオケも入りアットいう間に時間が過ぎ、

最後は全員立ち上がって手拍子合わせての大合

唱。 

 

   

 

みんな素敵な笑顔でハイポーズ！ 

 

最高に盛り上がった宴会となりました。終わって

１階ロビーでのコンサートに参加、日本酒を飲み

ながらユッタリとした時間を楽しみました。しか

し、ワイズの皆さんのエネルギーはこれだけでは

燃え尽きませんでした。更にカラオケルームでの

熱唱一時間半、歌い終わって部屋に戻っての酒盛

りと、楽しい語らいは何と延々深夜まで続いたの

です。 

今年の参加者は全部で19名、翌日も快晴に恵まれ、

ホテルからの霊峰富士を見ながらの朝食は最高

でした。 

 

                                   

三浦洋美 

富士五湖ワイズメンズクラブ新年例会を秀峰閣

湖月にて行いました。 

御坂を超え、甲府21ワイズメン３名。籠坂を超え、

東山荘の職員2名、御殿場ワイズ綺麗処４名と紳

士１名の方々に参加して頂きました。 

両クラブ共山を挟んだお隣同士気心の知れたも

の同志での例会はとても和やかで充実したもの

でした。これからもお互いの活動においての協力

を誓い合いワイズの発展を願い心合せた良い例

会になりました。 

 

2017 年 1 月第 2 例会 

後藤明久 

日時；2017 年 1 月 27 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；原 2、望月 2、後藤 2、茅野、武藤＋まき

ちゃん 

原会長より、新年例会ご苦労様でした。多くの参

加者で盛り上がりすぎました。久しぶりのちゃん

とした例会です、宜しくお願いします。ショッキ

ングな報告があります。茅野信雄さんが 2 月から

筑波に転勤になるとの事。毎週帰ってくるとのこ

とで出来る限りイベントなどには出てもらい、正

規会員としてご協力頂きたいと挨拶があり、議事

に進んだ。 

① 洛中クラブとの DBC；原 2、望月 2 で京都に

行ってきました。4 月のフライングディスク

大会に合わせてくる京都洛中クラブの移動例

会では、12 名来甲、湖月にて懇親を深めたい。

担当は西村さんで 30 周年担当委員長、DBC

締結前の結納式をしようと提案があります。

＞京都洛中にお任せで良い。富士五湖クラブ

は次年度も原俊彦会長が担当する。 



② 山中湖クリスマス例会；小池、後藤 2 が参加

した。例会からの参加であったが、クリスマ

ス会も多くの地域の子供たちが参加して盛り

上がったとの事でした。今年は、イエス誕生

のアニメの放映をして好評だったとのこと。

例会では、小池さんの「米軍軍事演習の警備」

の卓話もあり、雪中での 24 時間警備の模様を

実況して頂きました。大変な面白いバイトが

あるものと感心しました。 

③ 新年例会の反省と収支；御殿場クラブ、甲府

21 クラブからの 10 名の参加者があり大変盛

り上がり楽しい例会になりました。次年度は、

富士レークなど南岸のホテルを使う方向も検

討。いろいろな場所を使っていきましょう。 

④ 次年度役員について；会長：原淑子。副会長；

後藤明久、望月勉。書記：acco。会計：喜代

子、武藤。直前会長：原俊彦。 

会長；2017-2018 原淑子。2018-2019 後藤明

久。2019-2020 望月喜代子。 

⑤ 3 月例会；3/9（木）午後 7 時～東山荘にて御

殿場クラブとの合同例会に変更する。 

⑥ 献金について；例年通り、全項目の献金を行

なう。11 名分（武藤会計） 

⑦ 4/22（土）パインズパークの予約、1/30（月）

にいく；望月 

⑧ 卓話について；5/12（金）または 5/26（金）

で候補者を心掛ける。 

⑨ 2/4-5（土日）東西交流会（東山荘）；原 2、望

月 2 は日帰りで参加する。フェローシップア

ワーの時間に望月勉会員が「富士山について」

の卓話を行なう。 

⑩ 2/18（土）沼津クラブ 50 周年記念例会；原 2、

望月 2、後藤 2 が参加する＞事務局申込み。 

中身の濃い議事進行で、定刻で終わりました。

原会長の閉会の挨拶で解散となりました。望

月さんの復活もあり、時間の許すメンバーは、

恒例のサイゼで懇親を深めました。ご苦労様

でした。 

 

 

 

 

 

「あれやこれや」 

  主人が組長になって… 

acco 

忍野村は忍草地区と内野地区と大きく 2つに分か

れていて我が家は内野地区にあります。内野地区

は 12の組に分かれていて主人は今年 1月から自

宅のある 1組の組長になりました。組に所属して

いる家は 97軒ありそれを取りまとめます。また

12の組の組長が集まりその上に区長と区長代理

者がいて内野区会を組織します。内野区会は内野

地区の行事のすべてを執り行います。1月 2日に

組寄り合いが行われ 1組のみなさまの承認を得て

主人は組長になりました。翌 3日は区会事務所に

行って各組長が集まり初顔合わせと 4日の区民大

会の準備。4日は朝から奥さま方も区会事務所に

集まり初顔合わせと区民大会のお茶入れなど。夜

は新区会の初懇親会。そして翌日からはほとんど

毎日の様に集まり節分祭の準備が始まりました。

年齢順で役割りが決められていて若い順から営

繕 3人、会計 3人、庶務 3人、立会 3人。主人は

3番目に並んで営繕長になりました。営繕の仕事

は男女共に全てについての買い物。物品調達。献

酒の準備。懇親会の飲み物手配。カラオケの準備。

旅行の手配…なんでもです。節分祭の景品の買い

物にも私も一緒に行きました（笑）1月 8日には

雪が降り早速に浅間神社の雪かきも行いました。

節分祭の寄付集めも組が大きいので 27軒もあり

ました。女性軍も節分祭が近づくと豆炒りをした

り、当日みなさまに振る舞う甘酒やけんちん汁の

準備をしました。100食分は大量でした。節分祭

は天気に恵まれ無事に終了。10日には筒粥祭が行

われました。筒粥祭はヨシの筒をおかゆに入れて

炊き、おかゆができ上がった時に筒におかゆがど

のくらい入っているかで五穀豊穣を占うもので

す。女性軍もやはり前日から招待者を振る舞うた

めの煮物、甘酒、けんちん汁、ロールサンドなど

の準備をしました。当日の午後からは雪が降り始

め寒い中での祭事となりましたが無事に終了。次

は 3月 20日の敬老会です。営繕の仕事としては

米寿の方々に配る座布団の発注。敬老会にきてく

れた方々に配る湯のみ茶碗の決定と発注。区会と

しての演芸会の出し物の選考。などなど次から次

へと盛り沢山です。3月から演芸の練習も始まり

 

 



ます。敬老会が終わると 4月 15～16日には春季

例大祭が控えています。1年間で一番大きい行事

です。寄付集めから始まり、各種団体との打ち合

わせ、招待者確認、お祭りの飾りつけ…。女性軍

はお祭りで 2日間振る舞う寿司やおでんなどの準

備など？？忙しくなりそうです。ここまでは区会

の仕事を書きましたが 1組長としての仕事もあり

1月にはカラスに荒らされたゴミステーションの

掃除を隣保組で一緒に行い、ステーションのあり

方についても話し合いました。また組の人たちか

らの要望を聞いて改善案を検討したりと次から

次へと忙しい日々です。まだまだ行事は続いてい

くので夫婦そろって元気に楽しく頑張っていき

たいです。 

 

≪山梨ＹＭＣＡだより≫ 

                                         露木淳司  

今年のチャリティーランは 6月 10日（土）、小瀬の補助競技場にて開催されることが決定しました。記

念すべき 20回目の開催となります。先日の常議員会にて大会委員長は甲府 21クラブの松村豪夫様にお

引き受けいただくことが決議されました。第一回目の実行委員会は 5 月 23 日に予定していますので、

引き続き皆様のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 さて、ぶどうの木に続く、ケア・コミュニティーづくり事業第二次計画として、発達障害児支援事業

「放課後等児童デイ」がいよいよ開始することが決定しました。12月末に県の障害福祉課に申請書を提

出し、会場となる YMCA の会館に対する消防等の査察もクリアし、この程晴れて児童福祉法に基づく指

定障害児通所支援事業の施設として認可を受けました。この事業は発達に何らかの偏りのある児童のソ

ーシャルスキルを向上させるプログラムを提供するもので、午前中は幼児、午後は小学生を対象にして

います。利用は週 1 回から毎日来る児童まで様々で、平均して一日 10 名が定員になります。皆様の身

近に該当する方、興味のおありの方がおられましたら是非ご紹介ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

 

   

  2/11(土)        あずさ部第 2 回評議会    東京 Y 山手センター 

  2/24(金)        2 月第 2 例会        ふれあいセンター 

  3/4(土)～5(日)     次期会長・部役員研修会   東山荘 

  3/10(金)        3 月第 1 例会 

  3/24(金)        3 月第 2 例会        ふれあいセンター 

  4/7(金)        4 月第 1 例会 

  4/21(金)        4 月第 2 例会        ふれあいセンター 

  4/22(土)        第 7 回障がい者フライングデイスク大会 パインズパーク 

             京都洛中クラブとのＤＢＣ結納式 湖月 

 


