
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                               忍野高原からの赤富士 

 

 

 

 

 

８月第１例会  

 

２０１7年 8月 4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 

７、ハッピーバスデー＆アニバーサリー 

８、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 

２０１７年 富士五湖クラブ ８月ブリテン 第１５３号 

国 際 会 長 ：Henry Grindheim（ノルウエ－） 

「ともに、光の中を歩もう」 

アジア太平洋会長：Tung Ming Hsiao （台湾） 

「ワイズ運動を尊重しよう」 

東日本区理事：栗本治郎（熱海） 

「広げようワイズの仲間 」 

あずさ部長：大野貞次(東京西) 

「継続は力なり・一歩でも前に・そしてあがこう」 

  

富士五湖クラブ会長：原 淑子 

  『広げよう 富士五湖の輪』 

会長 原 淑子 

副会長 後藤明久 

副会長 望月 勉 

書記 後藤昭子 

会計 武藤五子 

会計 望月喜代子 

直前会長 原 俊彦          

 

 

7 月のデータ 

  会員数    １１名 

  例会出席    ５名 

例会出席率        ４５％        

ニコニコ BOX              ０円 

累計               ０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 

＆アニバーサリー  

 

該当がありません 

 

 

 

 

 

 



2017 年 7 月キックオフ例会 

 

日時；2017 年 7 月 7 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；原 2、望月（喜）、後藤 2 

まず原俊彦直前会長より原淑子新会長に会長バ

ッジを付けて、バトンタッチ、原会長の開会点

鐘でキックオフです。2017-2018 年度の富士五

湖クラブの開始です。 

 

 

 

 

 

 

原淑子新会長より挨拶があり、富士五湖クラブ

に転入会して、やっと会長職につきます。会員

増強を根底において、種まきでもいいので頑張

っていきます。会長主題を「広げよう！富士五

湖の輪」〈充実の 15 年 新たな一歩〉としまし

た。今年度は、15 周年記念例会を山梨と京都で

行い、京都洛中クラブとの DBC 締結もあります

のでよろしくと挨拶された。 

《議事》7/15（土）評議会の出欠；原 2 のみ。

富士山例会、15 周年記念例会の案内もおこなう。 

＞A4 両面に、印刷して配布する（acco 作成＞原

俊彦へメール送信、印刷して配布する） 

DBC 実行委員長；原俊彦＞7/19 内迫さんに依頼、

15 周年のビデオ作製の打合せ（東京） 

7/22（土）納涼例会；原さん別邸で行う。原 2、

後藤 2、茅野、三浦、武藤＋マキちゃん 

＞今村さん、健大生を誘う（三浦） 

原新会長より、今回は参加者が少なかったが、

事業が目白押しですので宜しくと挨拶され、閉

会となった。お疲れ様でした。 

《今後の日程》7/15（土）あずさ部第 1 評議会

（松本）；原 2 

7/21（金）7 月第 2 例会。8/4（金）8 月第 1 例

会。 

 

 

 

 ２０１７−２０１８年度 

    第 1 回あずさ部ヤッホー評議会 

                                                                 

原淑子 

今年度第 1 回会目の評議会（ヤッホー評議会）

が、７月 15 日（土）に松本クラブのホストで 

行われました。場所は、松本市歯科医師会館で

した。出席者は約 50 名、定足数 36 名ですが、 

議決権者は 40 名で成立しました。開会式、議案

審議と進みましたが、2017-2018 年度予算案で

は、質疑応答、修正が有り、その後承認されま

した。大野部長より役員会報告、主査、各クラ

ブ会長活動方針が発表されました。富士五湖ク

ラブは、「富士山例会」「富士五湖 15 周年・洛中

30 周年記念例会＋DBC」「評議会での 15 周年記

念」をチラシで発表しました。チラシは、あず

さ部役員関係、他の方々にも配りました。懇親

会は、飲み物、カツサンド、手作りお漬物、原

村のおいしい野菜等を頂きながら、4 主任４グ

ループに分かれ各クラブでの問題点、EMC 等が

話されましたが、1 グループでの人数が多かっ

たのと時間の制約が有り、途中で終わってしま

いました。 

16 時廻って全て終了しました。富士五湖クラブ

からの参加は、原俊彦、原淑子でした。 

 

 

7 月納涼例会 

後藤明久 

日時；2016 年 7 月 7 日(金)午後 4 時～10 時 

場所；鳴沢村原別邸 

参加者；原 2、後藤 2、武藤＋マキちゃん、 

原ｺﾒｯﾄ、ﾏｺﾞﾒｯﾄ、後藤ｺﾒｯﾄ 

ゲスト；健大生の尚樹君、後藤幸政さん、渡辺

教彦さん（後藤メンの組長仲間）、大和田メン 

 

今年度は、のびのびできるようにと、原さんが

鳴沢別邸を開放して、バーベキュー例会とした。 

富士五湖クラブの参加は少なくなってしまった

が、多くのゲスト参加で大いに盛り上がった。 

  



 

 

 

健大生の尚樹君とコメットの裕介が焼き係を受

け持ち、楽しく談笑した。原さんの別邸の庭を

手掛ける造園屋さんが、ゲスト渡辺教彦さんの

親戚で庭のアジサイの話や別邸の造りの話しを

したり、庭のブルーベリーの問題点をゲスト後

藤幸政さんが植え替えを申し出たりと、不思議

と原さんとの話しに大いに盛り上がったようで

す。天候は何とか、雨も上がりましたが、ベラ

ンダの明かりを準備していなくて暗くなったの

で、室内に入り、更に話し込んで、楽しいひと

ときでした。原さん、ありがとうございました。 

 

「あれやこれや」 

武藤五子                               

7月1日・2日で山梨YMCA主催で、山中湖センター

で行われた「親子キャンプ」に娘のマキと参加

してきました。 

マキは何度もキャンプには参加させていただい

ていますが、私ははじめて参加させていただき

ました。 

霧が出てちょっと大変だった明神山へのハイク

や、少し雨が降る中でも露木さんがギターを弾

き盛り上げてくれたキャンプファイヤーなど、

私も童心にかえり日常では体験できない時間を

楽しく過ごす事が出来ました。 

山中湖センターの緑や寒いくらいの涼しさなど、

どれもとてもいい思い出になりました。 

また来年も参加したいと思いました。 

 

 

山梨YMCAだより 

                                   

露木淳司 

 夏休みのプログラムが連日、続きます。この原

稿は、戸隠のニンニンキャンプ、2日めの夕べの

集いの前に書いています。 

   今年も6本のキャンプが行われています。昼、

自然の中で楽しいプログラムを思いっきり楽し

んだ子どもたちの心は、すっかり癒されて素直

になっています。そんな中で、夕べの集いで、

キャンプソングを歌い、み言葉にふれ、今日一

日あったことを振り返ります。ケンカしちゃっ

た子も、ケガしちゃった子も、全てをあるがま

まに受けとめて、成長の糧としてしまう強さを

身につけます。            

キャンプは子どもたちの人間力を育みます。そ

れは、これからの人生の荒波を乗り越える力、

災害にあってもくじけない心、苦しみ悲しみの

中にある人に寄り添える優しさです。こんなに

有意義な時間となるキャンプが、一年のうちの

夏休みしかできない事が残念でなりません。あ

と残り少ない今年の夏ですが、参加してくれた

子どもたちに最高の思い出をプレゼントできる

よう全力を尽くします。 

 

 

♪これからの予定♪ 

 

8/4(金)  8 月第 1 例会 20 時～ふれあいｾﾝﾀｰ 

9/9(金)  9 月第 1 例会 20 時～ふれあいｾﾝﾀｰ 

9/2(金)   9 月第 2 例会  20 時～ふれあいｾﾝﾀｰ 

9/30(土)～10/1(日)  

第 15 回富士山例会 

富士山 5 合目「佐藤小屋」 

 


