
 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 富士と鳳凰 

 
 

 

６月第 1例会 

 

2018年月６月１５日(金) 

    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、ハッピーバスデー＆アニバーサリー 

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 

２０１８年 富士五湖クラブ  ６月ブリテン 第１６３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          

 

５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 

                     ０円 

累計           ０円 

 

 

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！ 

 

 

 



今年度の会長を終えて 
                                                                          

原 淑子 

富士五湖クラブ 15 年目の会長を何とか終え

る事が出来ました。クラブメンバーの皆様に

は、何から何迄活躍して頂き、会長の力不足

を補って頂きました。有り難う御座いました。 

今年度は、後半に色々行事が有りました。京

都洛中クラブとの DBC 締結、京都洛中クラ

ブ 30 周年＋富士五湖クラブ 15 種年記念例

会、第３回評議会ホスト、15 周年記念例会

が２月から 5 月に続きました。そして、皆

様のパワーと団結のお陰で、東日本区大会で、

理事優秀賞を頂きました。 

本当に有り難う御座いました。本来で有れば、

後藤明久さんが会長される予定でしたので、

エネルギッシュにリーダーシップを取られ

た事と思います。後藤明久さんには、来年度

会長をして頂けるので、ますます元気な富士

五湖クラブになる事と思います。 

 

2018 年 5 月第 1 例会 

 
日時；2018 年 5 月 4 日(金)午後 8 時～9 時

50 分 

場所；富士吉田市 市民ふれあいセンター 

参加者；原 2、望月 2、後藤（明）、武藤＋

まきちゃん、三浦。 

本日は、第 8 回フライングディスク大会の

次回に生かす点の確認と、5/12 第 3 回評議

会＆富士五湖 15 周年記念例会準備例会とし

て開催しました。 

〈第 8 回フライングディスク大会〉 

今回も多くのワイズメンの協力＆応援もあ

り無事に開催することができた。 

割り振りは良かったので、各担当への人員配

置を考えて進めていく。 

バンザイ隊は人数が多く楽であったが、待ち

時間に対するイスなどが欲しいという要望

があった。 

⇒場所変更などの対応で資材を増やさない

方向で考えていく。 

召集誘導用の一時待機場所を作る（１～４サ

イトごとにテープ＋ペグでとめてマスを作

る） 

召集誘導；標夫妻や長谷川さん、大和田さん

などのベテランが来てくれて助かった。 

ディスク拾い；今村さん・三浦ボラ B・C・ 

渡辺さんが対応したが、難しくないが体力面

面で大変なので富士五湖メンバーも入り、バ

バンザイ隊との交代制で対応する。 

記帳を富士五湖メンバーで練習した経過

もあるので、人数がいれば検討する。 

 

〈5/12第 3回評議会＆富士五湖 15周年記念

例会〉会場；魚吉会館 

現在参加者数；評議会 60、 

祝会のみ 26；京都、富士、御殿場、小倉 

露木、関。祝会合計 81。 

受付；お茶とお菓子 2 個配布；喜代子、acco 

EMC 会議；10:00～11:00（菰渕） 

資料；プログラムの詳細記入（原（淑） 

⇒富士五湖メールに流す⇒全員で確認 

⇒至急印刷（原） 

「あずさの道」2 ページ追加、評議会聖句 

別途選定（原） 

15 周年プログラム A4 で 4 ページ 

表紙画像；富士五湖区大会リゾートから 

アーチ富士山の写真が準備できれば 15 周年 

利用、準備できない場合は忠霊塔からの富士 

山画像利用、その場合は評議会にはあずさ 

バナー画像。 

祝会；席順表案了承メーリングリスト（acco 

領収書に席順記載（武藤） 

富士五湖クラブメンバーを端に配置してホ

ストする。 

当日担当、持ち物、参加者リストなど、スタ

ッフ用プログラムを利用する。 

記念品；石ころ引き、当り 15 名（お楽しみ

タイム）現物持参して説明した（原） 

評議会前のグッズ販売、収益金の一部を山梨

Y へ寄付する。 

ニコニコ BOX として袋（喜代子作成）を回

して献金を募る⇒山梨 Y 新会館建設基金へ

寄付する。 

バス送迎；富士五湖メンバー男 2 名同行、

富士山駅鳥居西側に駐車し、誘導する。 

参加者衣装；京都 DBC ツアーに準じる；青

ネクタイ、青スカーフ利用。 

準備は終了しましたので、例会は終了。お疲

れ様でした。 

 

 

 

 

 



御殿場クラブの例会に参加して 
                                   

原 俊彦 

5月10日(木)、久しぶりに御殿場クラブの例会

に出席しました。望月さんのコインを持ち込

んでの卓話があったので応援団の積りで家内

と二人で参加した訳です。 

十分時間を取って自宅を出掛けた積りが結構

混んでいて東山荘に着いたのが例会定刻ギリ

ギリでした。慌ただしく受付を済ませてテー

ブルに着いたところ、既に例会場は殆どのメ

ンバーが席に着いていましたが、総勢30名近

い女性中心の出席者で満席の状況でした。 

御殿場クラブの例会の魅力の一つは何時も美

味しい料理が頂ける事で、卓話を前にこの日

も十分に堪能させて頂きました。 

望月さんは何度も卓話を経験しているだけに

淀みなく語られる説明に出席者からも感嘆の

声が出る程で、時間が来てもまだまだ話足り

ない様子でした。  

卓話が終わった頃、空いていた隣の席に御殿

場市長の若林様が来られましたが、その溌剌

とした若さにビックリしました。聞けば何と

既に3期目との事。大変お忙しい様で会の途中

で再び次の会合に向け慌ただしく席を立たれ

て行かれました。御殿場クラブの皆さんとの

再会に楽しいひと時を過ごす事が出来ました。 

 

 

第３回あずさ部 富士の国評議会 
                                                                 

原淑子 

2017-2018 年度 第３回あずさ部富士の国評

議会が、富士五湖クラブのホストで、5 月

12 日（土）に、富士吉田市の魚吉会館で行

われました。参加は 60 名でした。 

 
大野あずさ部長の開会点鐘で始まり、茅野さ

んに聖書朗読・祈祷をして頂き、会長の歓迎

挨拶。直に評議会に移り、廣瀬次期あずさ部

部長より、部長主題は「未来はそれに備える

人のものである」、活動方針を伺い、承認さ

れました。松村（禎）次期あずさ部会計より

予算（案）の説明が有り、これも承認されま

した。 

 
報告事項では、大野部長より、活動中間報告、

第３回役員会報告、そして、前回２月 10 日

の第２回かいじ評議会で行われなかった、事

業主査中間報告、クラブ会長中間報告がされ

ました。閉会式では、時間が押していた為、

「あずさの道」の練習が 1 回しか出来ませ

んでした。（東日本区大会の時に歌う為） 

記念撮影をし、その後に富士五湖クラブ 15

周年記念例会の準備に入りました。 

 

 

富士五湖クラブ １５周年記念例会 
                                                                      

原淑子 

 5 月 12 日に、第３回あずさ部富士の国評議

会（ホスト富士五湖クラブ）の後に、15 周年

記念例会を魚吉会館で行いました。２月 3 日

に、京都洛中クラブ 30 周年＋富士五湖クラブ

15 周年を 

西日本区の京都で行いましたが、やはり、東

日本区でも行おうと、例会を持ちました。 

お陰さまで 82 名からの参加を頂きました。京

都洛中クラブからも、竹内ご夫妻、山中ご夫

妻が、朝早く京都を出発され、参加して下さ

いました。山梨 YMCA 露木総主事、日本

YMCA 東山荘堀口所長、石巻広域クラブ、富

士山部から伊東クラブ、御殿場クラブ、富士

クラブ、そして、あずさ部全クラブの皆様。

有り難う御座いました。 

 

第１部 記念例会    司会 後藤明久 

ワイズソング・ワイズの信条 



聖書朗読・祈祷・・茅野 

会長挨拶・・原（淑） 

DBC 締結報告・・原（俊）さん 

来賓挨拶・・大野あずさ部長・山梨 YMCA 総

主事露木様 

  

第２部 祝会  司会 望月勉 

15 周年ビデオ放映 

祝辞スポンサークラブ・甲府クラブ丹後会長 

食前の祈り・・茅野 

乾杯・・次回理事宮内様 

食事・歓談 

お楽しみタイム・・ 

記念品の石（イラスト入）での絵合わせ賞品

プレゼント 

献金 

贈呈「山梨 YMCA 新会館建設基金として」                            

山梨 YMCA 総主事露木様 

祝電・花束贈呈・Happy Birthday 

参加クラブ紹介 

「燃えろよ ワイズ」・・全員 

閉会挨拶・・15 周年実行委員長 原（俊） 

 

お楽しみタイムで当たった方も、外れた方も、

和気あいあい。 

最後に、富士五湖クラブお手製松明で「燃え

ろよ ワイズ」を大合唱し、大いに盛り上がり

ました。ワイズの心が一つになりました。 

皆様、お疲れ様でした。 

 

 
 

15 周年記念例会を終わって・・・ 

                                   

三浦洋美・・・１５周年を迎え多くのワイズ

メンと共に記念例会及び祝会を行えたことに

歓びと月日の流れの速さに驚きを感じていま

す。チャーターからのメンバーでありながら

他のメンバーに「おんぶにだっこ」の私です

が、富士五湖ワイズメンバーが大好きです。

メンバーそれぞれ自分だけの花を持っていて、

その花をワイズの活動で綺麗に咲かしている、

だからこそ15年の間もパワフルな富士五湖メ

ンバーと言われているのだと思います。感謝

の言葉しかでてきません。ありがとうござい

ます。そして、これからもよろしくお願い致

します。 

 

 
 

 

後藤明久・・・富士五湖クラブチャーターし

て、早 15 年たちました。イベントに強い富

士五湖クラブらしく、打合せの時間の少ない

中で、決まり事を難なくこなすメンバーた

ち！評議会と同時開催ということもあり、参

加人数が予測できたのも助かりました。京都

へのDBC締結ツアーにみんなでいったこと

も楽しかったですが、自主開催の記念祝会も

充実した良いひとときでした。魚吉会館での

着席料理も良かった。60 名の評議会、82 名

の記念祝会。よくぞここまで富士五湖に来て

くれました。予定時間がずれた原因が、新宿

からの高速バスの渋滞と、同じ会場での評議

会から祝会への入れ替えで、30 分のロスが

出てしまったことでした。ゆとりを持った運

営を心掛けたいですね。 

多くの友がかけつけてくれました。富士五湖

の面々が、いかに出かけて交流しているかの

証明でした。富士五湖クラブの紹介 DVD か

ら始まる祝会は大盛況でした。皆で松明を振

って歌った『燃えろよワイズ』、富士五湖フ

ァンドの販売、統一したブルーのネクタイと

スカーフ、中宿レストランでの二次会、皆が

酔いすぎる楽しい場所が提供できました。 

富士五湖クラブの進むべき方向を感じた素

晴らしい 15 周年事業でした。お疲れ様でし

た。 

 



原 俊彦・・・2 度にわたる試食会を始め、

担当者との綿密な打ち合わせの甲斐あって

全体の進行は極めてスムーズ、クラブとして

の纏まりの良さが随所に現れた素晴らしい

記念例会でした。 

特に、メンバー毎に担当を決めお世話をする

という試みはこれからも良き慣例として継

続したら良いと思います。 

 

望月 勉・・・１５年の年月を思うと、沢山

の思い出が数えきれないぐらいあります。第

１３回東日本区大会。山中湖、富士吉田市で

の評議会。５年、１０年の記念例会。北海道、

岩手、宮城等毎年の日本区大会。友人知人も

大勢出来ました。今年１５年の記念例会にあ

たって、自分で全力、力いっぱい走ってきた

と満足感で一杯です。これからの５年は少し

速度を緩め、余裕を持ってワイズを楽しみた

いと思います。富士山例会、フライングディ

スク大会は全力を出していくつもりです。 

 

望月喜代子・・・少ないクラブ員で、記憶に

残る思い出深い１５周年記念例会が出来たこ

とを、心から嬉しく思っています。全員で力

を合わせれば、これからも良い活発なクラブ

でいられると思います。 

 

後藤昭子・・・あっという間？の 15年 

15 年前は他人だったメンバーが数々のイベ

ントの開催やお泊り会などを通して年を重

ねるごとに団結力が高まっているように思

います。 みんなで協力してそれぞれの役割

を果たし 15周年が迎えられたことに感謝!! 

これから先も元気に楽しくクラブ活動を続

けて活きましょう！ 

 

「あれやこれや」                                                                                          

命の息 
須藤 繁 

この原稿を書く直前は、甲府の仙洞田さんの

東日本区大会余談の記事に触発されて、ある

問い合わせをしていました。その少し前には、

後藤さんから送られてきた大会の写真集を

見て皆さんの活躍ぶりを喜んでいました。大

会当日には、茅野さんが遅刻しそうになった

ことを心配したり、その少し前には、女性の

スカーフが胸元でどのように結ばれるのか

と楽しみにしていました。遠く離れていても、

皆さんに起こる色々な出来事を共にするこ

とができるのも、パソコンのおかげで、私の

富士五湖クラブのメンバーとしての自覚も、

パソコンなしには考えられません。しかし、

人間同士の連帯感や励まし合い、そして涙を

共にするようなつながりは、お互い顔を見つ

め合い、声を交し合い、手を握り合うことで

生まれます。何気ない小さな心遣いがお互い

の心を熱くするのです。神さまは人間を形作

られたとき、最後に命の息を鼻に吹き込まれ

たとあります（創世記２章１７節）。パソコ

ンでいくら頑張っても、その息だけは送れな

いのです。 

 

≪山梨YMCAだより≫ 
                                    

露木淳司 

   50名もの出席者を得て、山梨YMCA定期総会

が5月26日(土)無事終了致しました。2017年度

の事業報告と会計報告の中で、70周年記念事

業として立ち上げた放課後等児童デイが一年

で軌道に乗ったこと、ぶどうの木が冬場を通

じて一年中て利用者が定員いっぱいであった

こと、わいわい地球塾に年間で延べ600人が参

加したことなどをお知らせしました。山梨

YMCAは今、英語学校、野外活動、学童保育、

高齢者デイサービス、放課後等児童デイの5本

の柱で支えられていますが、2年後の新会館移

転の時に向けて、さらに6本目7本目と備えて

いけるよう準備をしています。 

   総会では移転先が甲府市中央3丁目の市立

中央保育所跡地に正式に決まったことも発表

致しました。for allを目指す新会館では甲府

市より国際交流事業も要請されています。外

国籍市民や留学生、海外からの旅行者を対象

にした新しい試みにチャレンジします。ぜひ

皆様のお知恵とお力をお貸しください！会館

建設に向けて、まもなく建設募金も始まりま

す。皆様からのあたたかいご支援をこころよ

りお待ち申し上げております。 

 

これからの予定 

 

6月 2‐3日 第 21回東日本区大会 

6月 9‐10日第 21回西日本区大会 

6月 9日  第 21回山梨 YMCA ﾁｬﾘﾃｲﾗﾝ 

6月 15日  6月第 1例会 

6月 22日  6月第 2例会 定期総会 

7月 13日  7月キックオフ例会 

7月 14日  第 1回あずさ部評議会 


