
 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                忍野 6 月富士

 

６月 第 1例会 

2019 年 6 月 14 日(金)PM8 時～ 

於：ふれあいセンター 

開会点鐘         後藤会長           

会長あいさつ 

ワイズソング＆ワイズの信条 

議事 

ニコニコスピーチ 

ＹＭＣＡのうた 

閉会点鐘         後藤会長 

              

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 

２０１９年 富士五湖クラブ  ６月ブリテン 第１７５号 

国 際 会 長 ：Moon Sang Bong（韓国） 

「Yes、we can change」 

アジア太平洋会長：田中博之 （日本） 

「Action」 

東日本区理事：宮内友弥（東京武蔵野多摩） 

「為せば、成る 」 

あずさ部長：廣瀬 健(甲府 21) 

「未来はそれに備える人のものである」 

  

富士五湖クラブ会長：後藤明久 

  『さらに進める 私たちはできる』 

会長 後藤明久 

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 原 淑子          

 

 

5 月のデータ 

会員数     １１名 

例会出席            ９名 

例会出席率    ８２％        

ニコニコ BOX          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！ 

 

 

 

 

 

 



2019 年 5 月第 1 例会 

 

日時；2019 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 2、武藤＋まきちゃ

ん。ゲスト；露木総主事、福田担当主事 

本日は、〈第 9 回フライングディスク大会〉の

反省と決算収支、次回に生かす点の確認と、中

田主事の退社に伴う新担当主事の福田さんの

紹介の例会としました。 

・第 9 回フライングディスク大会 

今回は甲府クラブ、甲府 21 クラブ、東京武

蔵野多摩クラブなどの応援もあり、健康科学

大生のボランティア 8 名、会員友人のボラン

ティア 4 名の協力でスムーズに行って良かっ

た。割り振りは良かったので、次回も各担当

への人員配置を考えて進めていく。 

ミュージックを流したらどうか⇒来年はテ

ンポ良い音楽を CD で流す。 

参加者の控え場所を東面のみにしたが、南 

（富士山側）も使ったらどうか⇒表彰関係置 

場、開会式場所なども分けられないし、狭く 

じる意見、問題ないという意見があり、来年 

の課題。 

各サイトごとの待ち用のベンチ 4 台；三浦 

保管＋望月宅 4 台の木のベンチ（最大 8 名） 

スタッフ用ベスト；望月保管⇒原さんプリン

トする。 

バンザイ隊は人数が多く楽であったが、待っ

ている時の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。 

（未実施）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＋ペグ留めで

マスを作る） 

召集誘導；後藤友人ボラ 2 も対応うまくでき

た。 

ディスク拾い；健康科学大生 8 名、三浦ボラ

2 が対応し、体力あり助かった。 

富士五湖メンバーも各部署に入り、交代しな

がら対応する。 

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。 

＊健康科学大生のボランティアは良かった。

望月さんの友人が事務局にいて依頼したが、

来年も依頼する、菓子折を持って挨拶に行く。 

・5/11 あずさ部第 3 回善光寺評議会 

望月宅 8 時出発、写真撮ったら二次会にでな

いで帰る。 

・東日本区大会 東京オリセン。原 2、望月 2、

茅野？ 参加は各自申込み。 

・西日本区大会 京都；後藤 2 

・ロースター原稿 初校の確認 OK⇒福田担当

主事に変更する。 

・担当主事：福田奈里子（フクダナリコ）さん 

甲府市在住、芦安にも別邸あり、三浦さんと

ころから近い。 

英語学校担当、国際プログラムを組んでいる 

月江寺地区が大好き。河口湖で観光コンシェ 

ジュも経験した。富士五湖エリアで語学教育 

したい。 

5/25 米長晴信ハリーズイングリッシュ；幼児

から小学生とその親の英会話教室も始まっ

た。 

〈今後の予定〉 

 神戸ポートクラブファンド；新玉ねぎ＞5/16

頃に望月宅到着、各自取りに行く。 

5/24(金)5 月第 2 例会。 

6/1-2（土日）東京オリセン東日本区大会。 

6/14（金）6 月第 1 例会。 

6/22-23（土～月）神戸西日本区大会。 

6/28（金）6 月第 2 例会（決算例会） 

次年度納涼例会；8/3（土）原さん別邸でお願

いしたい。 

  



2019 年 5 月第 2 例会 

 

日時：2019 年 5 月 24 日(金)20 時～ 

場所：富士吉田市民ふれあいセンター 

参加者：後藤 2、望月 2、原 2、小池、三浦 

武藤＋まきちゃん 

 

・6/1-2 第 22 回東日本区大会について 

 参加予定者：望月 2、原 2、小池、茅野 

 当日は受付の手伝いをしてほしいとホスト

クラブの東京サンライズから言われていた

のでその後、連絡がないのでこちらから連絡

を取った。当日のお手伝いは 10 時集合とな

り淑子メン、喜代子メンが手伝うこととなっ

た。当日は 10 時にそれぞれが現地集合。 

・6/8 の山梨ＹＭＣＡチャリテイラン 

 参加予定者：望月 2、後藤 2、 

 献品を準備する：後藤 

 後藤は午後から会合があるためそれぞれの

車で行く。9 時に現地集合。 

・6/28 の 6 月第 2 例会が定期総会のため 

 次年度予定の確認と日程確認を行った。 

 次年度の移動例会は、茅野メンの出張先であ

る茨木のつくばに行ったらどうかの案が出

され東日本区大会で茅野メンにあった時に

確認することになった。 

 次回の障がい者フライングデイスク大会は 

 第 10 回なので記念イベントを考えたらどう

かと案が出された。 

・山梨ＹＭＣＡの新館建設の寄付は富士五湖ク

ラブとしては 110,000円を寄付することにな

った。 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 年度 

第 3 回あずさ部善光寺評議会            

後藤明久 

2019 年 5 月 11 日（土）長野市勤労者女性会館し

なのき 2F ホール 

参加者；後藤 2、原 2、望月 2 

朝 8 時集合、望月車で出発、河口湖で原家のマロ

ンを一時預けし、一路長野へ。久々の長野はやは

り距離を感じました。ただ渋滞などはなく、予定

通り 11 時 30 分には会場に到着しました。近所の

曹洞宗のお寺を見学し、紹介された助衛門の手打

ちそばを頂きました。てんぷらとそばつゆを一緒

に使う方式でしたが、おいしくいただけました。 

定刻の 13 時より、長野クラブの玉木一成メンの

司会で開会式が始まり、廣瀬部長の開会点鐘、ワ

イズソング＆ワイズの信条の唱和、森本会長の歓

迎の挨拶と宮内東日本区理事の挨拶がありまし

た。 

評議会に移行し、あずさ部古屋秀樹書記の出欠確

認と広瀬健部長の評議会成立宣言がありました。 

（議決権者 55 名中、41 名出席、9 名委任状。半

数以上で評議会成立。） 

広瀬部長より、評議会の第７号議案があり、あず

さ部長輪番制の特例についての議案報告があり

ました。 

議案審議は 7 件で、①2018-2019 年度あずさ部

CS 助成金の件、②2019-2020 年度あずさ部役員

の承認の件、③2019-2020 年度次々期部長に東京

サンライズ御園生好子さん承認の件、④

2019-2020年度部選手議員に直前部長廣瀬健さん

承認の件、⑤2019-2020 年度（赤羽次期部長）あ

ずさ部活動方針承認の件、⑥2019-2020 年度（次

期会計柳澤岳）経常予算案承認の件、⑦あずさ部

長輪番制の特例の承認の件などが審議され質疑

があり、全会で承認されました。 

① CS 助成金配分は、松本クラブのアジア賞に

50000 円。富士五湖クラブの第 9 回フライン

グディスク大会に 70000 円。甲府 21 クラブ 

喜代子さん宅の 

藤の花 

とてもきれいですね 



のベビーカーコンサート開催に 50000 円。長

野クラブの脊椎損傷者協会との共催の「スポ

ーツ吹き矢体験会」の開催に 20000 円。望月

さんからの長野クラブの共催での開催に助成

するのかとの質問あり、古屋書記より CS 助

成金枠 20 万の中なので執行部で良しとした、

森本長野会長より主催ではないが長野クラブ

が無いと成立しない事業との説明あり。承認

された。仙洞田さんより CS 助成金の配分規

定を毎回明記してほしいとの要望あり。 

② 2019-2020 年度部役員クラブ会長案は全会一

致で承認された。 

富士五湖クラブ次期会長は望月喜代子さん。 

③ ④⑤も異議なく承認された。⑥予算案は一部

修正で承認された。 

 

 

⑦ あずさ部長輪番制の特例について、富士五湖

クラブ提案で望月さんが説明した。東京武蔵野多

摩クラブは、2 年後にあずさ部長が回ってきます

が、その時には板村さんが東日本区理事となり、

同時にあずさ部長は難しいと思う。現在の宮内理

事から数えると 5年にわたり役員を出さなければ

ならない現状なので、今回一度きり、部長の輪番

から外したらどうかというもの。質疑あり、承認

された。 

東京武蔵野多摩クラブの山口さんより、過去に甲

府クラブがした事はあるがクラブ会員数の問題

もあり、厳しい。はずしていただけると、本当に

ありがたいとの意見がありました。 

＊松本クラブの赤羽美栄子次期あずさ部長に、CS

助成金の配分規定やあずさ部長輪番表を年度初

めに資料明記してほしいと要望があり、承認され

ました。 

その後、各事業主査、各クラブ会長の活動方針が

発表となり、富士五湖クラブの第 16 代後藤会長

は『さらに進める 私たちはできる』〈創設 16 年

目 新たな 第二歩へ〉に基づき、少数精鋭で全

員参加の運営をしている。第 16 回富士山例会は

台風で１週間延期しての開催で少ない人数でし

たが密のある懇親が出来た良い例会となった。山

梨 YMCA のバザーにもおもちゃさんで参加協力

した。4/27 第 9 回障害者フライングディスク大会

は途中から雨に降られて閉会式もできなかった。

会長の不徳の致すところとしながらも、会員友人

ボランティアの参加、各施設に富士五湖クラブパ

ンフの配布での EMC 活動の一助になった。更に

健康科学大生のボランティア 8 名の参加を得て、

ユースとの協働にもなったと報告。 

報告終了後、CS 助成金が手渡されました、富士

五湖クラブも 70000 円頂きました。 

最後に金井宏素監事から、有意義な評議会でした、

今後も宜しくお願い致しますと講評された。 

閉会式は古屋書記による司会で、YMCA の歌の唱

和、東京山手の浅羽俊一郎さん（作詞作曲）によ

る指揮であずさ部歌「あずさの道」を合唱があり、

廣瀬部長の閉会点鐘で終了しました。 

全員で記念写真を撮り、善光寺に移動して会員の

福島住職の説明で境内を散策しました。 

続いて、レストラン「やま」で懇親会ということ 



 

でしたが、富士五湖は参加せず、原家のマロンの

預け時間のリミットもあり急いで一路山梨へ戻

りました。予定通り到着し、マロンを引き取り、

食事をして散会となりました。お疲れ様でした。 

 

あれやこれや 
望月喜代子 

我が家の玄関先に、樹齢 50 年ほどの白い花を咲

かせる藤の木があります。今から 40 年前に静岡

県の義兄が植えたそうです。私が結婚し、望月に

来た時には、まだ高さ 3ｍぐらいの木でしたが、

陽当たりが良い事と、主人が毎年春に田んぼに撒

く肥料を必ず撒いている事が良かったのか、ここ

20 年程ぐんぐん成長し、支柱や藤棚を次々と単管

パイプで増やしています。4 月の終わり、ゴール

デンウィークの頃から 10 日間ほど真白い花を咲

かせます。根廻り 70 ㎝ほどに成長し、家では市

内で 1 番大きな白い藤の木と言っています。5 年

程前から花の咲く 1 週間は、夜 7 時から 9 時半ま

でライトアップもしています。花が咲くと、その

濃密な甘い香りに沢山のハチや蝶がやってきま

す。藤の花の匂いは、私にもうすぐ田植えの季節

がやって来る事と、富士山の夏山が近い事を感じ

させます。皆様もゴールデンウィーク一度富士吉

田で 1 番の白い藤を見に来て下さい。 

≪山梨ＹＭＣＡだより≫ 

    

総決算の月        露木淳司 

6 月になりました。各クラブの会長の皆様に

は一年間本当にお疲れ様でした。ＹＭＣＡにと

っても今月は年度の総決算の月となり、重要な

会議が目白押しです。会計監査に事業報告、総

会、評議員会、県への報告。そしてチャリティ

ーランに夏休みプログラムの募集作業、さらに

今年は新会館建設工事の準備も加わり、目が回

りそうです。おかげさまで介護保険事業や児童

発達支援事業が軌道に乗り、ＹＭＣＡの事業規

模は拡大しつつあります。職員も大幅に増えま

した。スタッフ一同一丸となって日々を過ごし

ています。ただその分、運営面での課題や人間

関係、施設管理などにおけるトラブルが増えて

います。大きくなればなったなりの備えをしな

ければなりません。これからもワイズメンの皆

様からのご指導が不可欠です。皆様のそれぞれ

の専門分野を活かしたご支援、そして資金面で

のお支えを心より感謝申し上げます。5 月から

既に真夏日が始まって、今年は暑い期間がとて

も長いものになりそうです。8 月には恒例のフ

クロウキャンプを実施します。今年もご支援の

ほどよろしくお願いします。皆様、健康にはく

れぐれもご留意いただき、この夏をご一緒に乗

り切りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


