
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

  

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３月第１例会 

２０１５年３月１０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、ＹＭＣＡのうた 

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 

２０１５年 富士五湖クラブ ３月ブリテン 第１２５号 

国際会長：Isaac Palathinkal（インド） 

主題：“Talk less,Do more”「言葉より行動を」 

アジア地域会長：岡野泰和（大阪土佐堀） 

主題：「未来を始めよう、今すぐに」 

東日本区理事：田中博之 

主題: 「誇りと喜びを待って」 

あずさ部長：望月 勉 

「スピードをもって前に進もう」 

 富士五湖クラブ会長：後藤昭子 

  『ワイズも笑顔で絶好調！！』 

会長 後藤昭子 

副会長 小池亦彦 

副会長 原 俊彦 

書記 後藤明久 

会計 武藤五子 

会計 望月喜代子 

直前会長 須藤 繁           

 

 

今月のハッピーバースデーとアニバーサリー   

 

  メン  原 俊彦さん（３月２１日） 

メネット 武藤敏彦さん(３月２４日) 

 

今月のアニバーサリー 

 

☆ 三浦洋美＆正夫夫妻 (３月１７日) 

☆ 望月 勉＆喜代子夫妻（３月２８日） 

おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２月のデータ 

  会員数   １４名 

  例会出席   １１名 

例会出席率      ７９％        

ニコニコ BOX        ５，８３２円 

累計   ５，８３２円 

 

あずさ部バレンタイン評議会 

 

 



あずさ部バレンタイン評議会 

後藤 

日時；2015 年 2 月 14 日（土） 

13：00～16：30  

場所；東京 YMCA 山手センター 

参加者；望月 2、後藤 2、須藤、小池、茅野、

原 2 

富士吉田からは、望月 2、後藤 2、須藤、小

池が望月号で 11 時 30 分目安で山手センタ

ーに到着、あずさ部バナーと評議会横断幕を

渡し、原さんも合流して昼食に行きました。

江戸菊のもやしはやめて、とんこつの美味し

いラーメンを味わいました。帰りに、須藤さ

んが名物たい焼きを買ってごちそうしてく

れました。しっぽまでのあんこが美味しかっ

た。 

茅野さんも現地合流して、会計受付をこなし、

準備万端で評議会に突入です。 

東京武蔵野多摩クラブがホストで、山口会員

の司会で始まりました。望月部長の開会点鐘、

伊佐会員の聖書朗読・祈祷があり、宮内会長

の歓迎のあいさつと続き、原書記の出席確認

があり、望月部長の評議会成立宣言とあいさ

つでいよいよ議案審議です。議決権者 41 名

参加、委任状 9 名あり、あずさ部則第 3 章第

5 項により成立。 

通例どおり、望月部長が議長となり 7 つの議

案が出され、全て承認されました。 

次期部役員の決定（標次期部長）。2015/2016

次期部長に東京山手の浅羽俊一郎さんが決

定。中間決算の承認（茅野会計）。2015/2016

部選出代議員に望月勉さんが決定。

2015/2017 部監事に松村豪夫さんが決定。あ

ずさ部 CS 助成金の配分が決定。武蔵野多摩

クラブへモンゴルウランバートルクラブ設

立に伴う支援助成金 50000 円決定。 

その後、あずさ部長活動報告、事業主査報告

と各クラブ会長報告が行なわれました。 

望月あずさ部長から、各部が減る中、あずさ

部が純増 6 名となっている。更に活性化すべ

く、当初目標の各クラブ純増 1 名を強く要請

されました。 

古屋秀樹 CS 主査は、助成金配分で各クラブ

の活動をみました。CS 活動が、最もワイズ

らしい活動ではないかと感じた。今後もより

地域に寄り添って活動してほしい旨話され

た。 

御園生好子 EMC 主査は、純増 6 名でした、

更に増強してほしい旨話された。 

柳澤岳国際交流主査は、献金の目標達成と各

クラブの活動を紹介した。 

ピーターマウントフォードユース事業主査

は、YVLF が山中センターで 9/19-21 で開か

れます。3/20 献金期限ですので、宜しくお

願いしますとの事でした。 

各会長よりの報告では、やはりクラブ活性化

にどう取り組むかを表明されているところ

が多かったです。山手クラブでは二次会を復

活させたい。武蔵野多摩クラブでは、例会に

若い人たちを増やしたい。松本クラブではア

ジア賞に集中していく。サンライズクラブで

は出席率向上のために魅力あるクラブを目

指す。甲府 21 クラブでは 3 名の入会があり、

勢いがついている。5/9 評議会ホストにも意

欲を示した。八王子クラブでは、クラブ 20

周年記念例会や八王子・台湾高雄ユース交流

コンサートの成功が大変だったが、大成功で

きた。東京たんぽぽは、3/7 リビーコンサー

トや 4 月のお花見例会で落語家などを呼ん

で盛大にしていきたい。是非ご参加下さいと

の事でした。長野クラブからは、3/14 北陸

新幹線が開通します。新幹線飯山駅から秋山

郷で 14 名限定（バス定員）の雪遊びを計画

している。是非ご参加下さいとの事でした。

リンゴとジャムも持ってきていましたが、完

売できたようです。来年度の区大会ホストで

もあるので、皆で協力していきましょう。 

富士五湖クラブの Acco 会長からは、部長公



式訪問の同行で、他クラブの内容を見られて

良かった。今後も外にも出て、交流を進める

ことも必要と話されました。 

次期あずさ部の役員一覧 

2015-2016 年度 

部長 標克明  

書記 荒川洋一  

会計 小倉恵一 

CS 主査  後藤明久  

EMC 主査 並木信一  

国際交流主査 小原史奈子 

ユース主査 渡邉大輔   

メネット連絡員 薬袋けさみ 

CS 助成金内訳 2014-2015 年度 

松本クラブ  アジア賞作文コンテスト 

50000 円 

富士五湖クラブ 障害者フライングディス

ク大会 in 郡内 50000 円 

東京武蔵野多摩クラブ くにたちさくらフ

ェスティバル 30000 円 

東京たんぽぽＹサービスクラブ わくわく

サロン石巻 30000 円 

東京八王子クラブ 高雄市ユースオーケス

トラの八王子誘致 20000 円 

甲府 21 クラブ  ヤマナシチャリティラン

の開催  20000 円 

議事終了後は、テーブルに分かれて座り、懇

親会がりました。お茶とバレンタインチョコ

の詰め合わせとお菓子が並びました。望月部

長の 3 本のワイン差し入れで、のどを潤わせ

た方もいました。定時で終了し、二次会は近

くの伊丹亭に場所を移し、飲んで少し食べて

わいわいがやがやと懇親を深めました。8 時

ころにはお開きになり、望月号は一路山梨

に・・ 

二次会では食べ物が少なく、少しおなかに入

れようということで須藤さんのお誘いで、吉

田のニコン庵により、美味しいお酒とつまみ、

おそばをいただき、満足して解散しました。

後藤 2 はいつものように飲んでしまい、喜代

子さんに送ってもらって帰宅しました。 

いつもお世話様です。 

 

2015 年 2 月第 2 例会報告 

後藤 

日時；2015 年 2 月 27 日(金)午後 8 時～9 時

30 分 

場所；富士吉田市ふれあいセンター 

参加者；後藤 2、望月 2、原 2、須藤、茅野、

三浦、武藤＋マキちゃん 

アッコ会長より、評議会ご苦労様です。いよ

いよ富士五湖最大のＣＳ事業のフライング

ディスクの準備が始まります。よろしくお願

いしますと挨拶され、議事に入った。 

『次期会長部役員研修会 3/7-8』小池、後藤

が参加、使用済み切手を持参。 

『第 18 回東日本区大会』後藤 2、望月 2、

原 2、三浦(日帰り)予定。登録は個人で行う。 

 宿泊；望月 2 は前泊から 2 泊、後藤 2、原

2 は当日宿泊でホテル予約済み。 

『京都アジア大会 7/31-8/2』原 2 申込済み。

3/31 までは早割 35000 円 

『あずさ部評議会とたんぽぽ訪問』望月；あ

ずさ部の全クラブを訪問できて良かったで

す。会員数の少なさと高齢化が目立ちます。

今後を考えていかなければと思います。あず

さ部評議会も無事終わり良かったです。ＣＳ

の配分については非常に難しいことも感じ

ました。次回には選考基準を議事提案してい

きたい。須藤さんに作成してもらい再検討す

る。 

『御殿場クラブ Tof 例会への参加』望月；望

月 2、小池が参加、富士山卓話もして、オー

クションにも参加してきた。盛り上がった良

い例会でした。今後も交流を続けていきたい。 

『東京西クラブ』原 2、望月 2。原さんの出

張卓話を行いました。 

『盛岡 YMCA 宮古ボランティアセンター』



西宮クラブより、宮古ボランティアセンター

存続のための支援があり、クラブから 10000

円を送金することになった。（→ acco会長） 

『第 5 回フライングディスク大会』各担当割、

作業割を作成。今回はディスタンス(遠距離

を競う)を追加、メダル・記録証なども追加

になる。時間的には多少押される可能性あり。 

今回は田中理事が参加表明している事もあ

り、理事賞を作り、今後に広げる。 

詳細は、スタッフ用プログラム、役割分担表

で確認してください。 

今日も早足の議事でしたがスムーズにいき

ました。まだ話したいない面々は、毎度恒例

のサイゼに場所を移して懇親を深めました。

お疲れ様でした。 

 

八王子交流コンサート 

望月喜代子 

２月８日（日）、八王子市芸術文化会館いち

ょうホール大ホールで、八王子、台湾高雄ユ

ース交流コンサートを聴きに行ってきまし

た。初めに八王子ユース弦楽アンサンブル、

小学１年生から大学４年生を対象に公募し

たメンバーが演奏しました。次に、八王子市

立中学校吹奏楽部合同ブラスバンドは、八王

子市内の中学校５校で結成された吹奏楽団

です。素晴らしい演奏でした。最後に、高雄

市青少年交響楽団の演奏です。演奏水準はプ

ロ級だそうです。生でこういう演奏を聴く機

会があまりなかったので、どのグループの演

奏も感動しました。このような演奏で交流が

出来る事は、本当に素晴らしい事だと思いま

した。演奏後、近くの居酒屋で、宮内さん夫

妻、原さん夫妻、望月２名計６名で、演奏会

の感想を話し合い解散しました。八王子クラ

ブの皆様お疲れ様でした。 

 

♪♪    ♪♪ 

  ♪ ♪    ♪♪  ♪・・・ 

御殿場クラブで卓話 

望月勉 

２月１２日、御殿場市東山荘にて、御殿場ク

ラブ２月第１例会が行われました。金光会長

より卓話の依頼があり、２日前たんぽぽクラ

ブで卓話をしたのに続き、ほぼ同じ卓話をさ

せていただきました。２月例会でしたが、美

味しいカレー、サラダ、プリン、コーヒーが

出て、大満足の食事でした。同じ富士山のふ

もとのクラブという事で、多少緊張もありま

したが、２５名のワイズメネットが真剣に話

を聞いていただき、時間も１時間いただき、

私としても満足感のある卓話が出来ました。 

 

御殿場クラブとは故木村富士山部部長との

約束「交流を深めましょう」、それが私なり

に実践出来、嬉しく思っています。伊東から

１年半に渡って富士山部長を務めていただ

く久保田部長も出席していただき、交流をも

つ事が出来ました。富士五湖クラブから小池

さん、喜代子さんの３名の参加、帰宅前３人

で河口湖で２次会もしっかりしました。 

 

たんぽぽクラブ公式訪問 

望月勉 

２月１０日、東京山手ＹＭＣＡで、たんぽぽ

クラブ２月例会が行われました。あずさ部長

として、最後のクラブ公式訪問です。吉田を

４時に出発しましたが、中央高速道が渋滞し

ていたため、６時３０分開会５分前に着きま



した。この日は卓話を頼まれていたため、約

４０分富士山の話をしました。特に世界遺産

になった後の富士山の今を「海抜３４００ｍ、

雲の上の支配人３５年」という題です。卓話

の４０分は少し時間が短いですが、１６名の

前で話をしました。卓話の後は、各出席者が

持ってきた品物のオークションです。私も６

０００円買いました。富士五湖クラブから原

さん夫妻、小池さん、喜代子さんと５名の参

加者でした。２次会は近くの「いたみ亭」で、

１時間半ほどたんぽぽの会員と話をし、吉田

に帰宅したのは午前１時近くでした。 

 

 

東京西クラブ例会 

望月勉 

２月１９日、１０日間で３回目になる、東京

山手ＹＭＣＡセンターに行ってきました。西

クラブの例会で原さんが卓話をするので、少

しでも賑やかにと思い、夫婦二人で参加しま

した。原俊彦さんの卓話は、「モノ作りはい

つも…ワクワク、ドキドキ面白い」の題です。

大学を卒業して住友３Ｍに入社。これまで世

の中にない「新製品の開発」をしてきたこと、

在籍した１５年で飛躍的な成長を遂げ、３０

代前半で管理職になり、３７歳で退社、光伸

プランニングを設立。２５００㎡銀座のビル

をラッピングした事、美術館、博物館への展

開等、約１時間に渡り卓話をしていただきま

した。最後に子供に会社を譲り、開発だけに 

 

専念している事、物作りに生涯を捧げる事等

を話して終わり、全員が原さんが作ったお土

産を頂き終了しました。例会終了後、１０日

間で３回目の居酒屋で懇親を深めて、午前０

時半に吉田に帰宅しました。 

 

 

「あれや これや」                                  

                             茅野 信雄 

前回は沢山走った旧愛車の話でしたので、今

回は新しい愛車のお話です。新しい車は初め

てのハイブリッド。乗る距離が長いだけに燃

費には大いに期待していました。メーカの宣

伝値には全く届かないのですが、リッター

20kmはこの大きさにしては上々の出来で大

満足のスタート。しかし、半年たって衝撃の

事実が判明。最近はリッター18kmになってい

るではありませんか！！！車の故障？？？

でも、その気配はありません。そこで、はた

と気づきました。乗り始めた当初はメータに

燃費を表示して、それを気にしながら走って

いました。自然と加速もゆっくりでした。最

近は？そういった省エネ運転を気にするこ

とはなしに、アクセルを力強く踏んで加速し

ているではありませんか。結局、一番省エネ

効果があるのはハイブリッドであることよ

り、運転の方法の様ですね。会社が遠い私に

は難しい問題です．．． 

次回は武藤さん、よろしくお願いします。 



 

≪山梨 YMCAだより≫ 
露木淳司 

山梨ＹＭＣＡは 1946 年、敗戦後の焼け野原に産声を上げました。まさに「荒野に水わきいで」

の言葉通り、ＹＭＣＡ運動が甲府の街に必要とされ、根付いて行ったのだと思います。ＹＭＣＡ

四十年史「荒野に水わきいで」にその頃のことについて詳しく記されています。特に 48 年に著名

なキリスト教思想家、賀川豊彦氏が行った講演会を機に始まったというハイスクールＹＭＣＡの

ことは全国でも類を見ない山梨特有の現象で、その時関わった高校生達が様々な形で山梨ＹＭＣ

Ａの基礎を築いてくれたように読み取れます。そしてハイＹ卒業後も、ある人は役員として、あ

る人は賛助会員として、そしてある人はワイズメンと名を変えて、今も尚ＹＭＣＡをお支え続け

てくださっているのです。 

そして、来年は 2016 年。70 周年を迎えることになります。その記念事業として現在好調の学

童保育「プライムタイム」と介護保険事業「ぶどうの木」の新たな拠点をオープンできないか、

など具体的な検討が始まっています。さらに 75 周年の頃には、県の道路拡幅計画を受けて会館の

リニューアルと 75 年史の発行を実現できることを願い、今からじっくり時間をかけて計画をスタ

ートさせます。この歴史の節目に関われることに感謝の気持ちを抱くと共に改めて身が引き締ま

ります。先人たちの思いを受け止めて、しっかり後世を走る人にたすきを受け渡すために必要な

準備を行ってまいりたいと願っています。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

3 月 7 日～8 日 次期会長部役員研修会         御殿場 東山荘 

3 月 10 日(火) 3 月第 1 例会  会員卓話：須藤さん ふれあいセンター 

3 月 27 日(金) 3 月第 2 例会             ふれあいセンター 

4 月  7 日(火) 4 月第 1 例会  卓話：大和田浩二さん(御殿場クラブ) 青少年センター 

4 月 19 日(土) 東京サンライズ 山中湖ワーク    東京Ｙ山中湖センター 

4 月 24 日(金) 4 月第 2 例会             ふれあいセンター 

4 月 25 日(土) 第 6 回障害者フライングデスク大会  富士吉田 パインズパーク 

5 月  9 日(土) 第 3 回あずさ部評議会＆甲府クラブ 65 周年記念例会 岡島ローヤル会館 

5 月 12 日(火) 5 月第 1 例会            ふれあいセンター 

5 月  29 日(金) 5 月第 2 例会            ふれあいセンター 

6 月 6 日～7 日 第 18 回東日本区大会         厚木市文化会館＆ﾚﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾎﾃﾙ 

6 月  9 日(火) 6 月第 1 例会            ふれあいセンター 

6 月 13 日(土) 第 18 回山梨ＹＭＣA チャリテイラン 小瀬 山梨中銀スタジアム 

6 月 26 日(金) 6 月第 2 例会            ふれあいセンター 

 

 

 

 

 



 

「第 5 回 障害者フライングディスク大会ｉｎ郡内」へ参加協力のお願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士五湖ワイズメンズクラブでは、地域奉仕活動の一環として「第 5 回 障害者フライン

グディスク大会 in 郡内」を下記要綱において開催いたします。。 

フライングディスクは、安全性が高く、誰でも手軽に、その方に応じて楽しんでいただけま

す。「全国障害者スポーツ大会」でも正式種目として採用され、愛好者も年々増加しています。 

本大会は、障害のある方が日々の練習の成果を発揮する場と各地の自立支援施設の交流の場

として、充実した生活の一助に、また社会参加の一歩となることを願い開催しております。 

他クラブから応援を得ておりますが、年々参加者が増えてきており、バンザイ隊・召集係な

どに人員不足が否めません。出来ましたら、地域奉仕の一環として、ぜひ富士五湖においで

頂き、ご協力を頂ければ助かります。 

尚、昼食後には、当クラブがバリアフリー化を進めております、パインズパーク内の遊歩道の整

備も予定しております。草刈りや枝拾いなどの作業をします。出来ましたら、ワイズの皆様には

お付き合い頂けると嬉しい限りです。 

 

日時；平成 27 年 4 月 25 日(土) 午前 9 時～午後 2 時 

場所；富士吉田市パインズパーク芝生広場 富士吉田市上吉田 5329－2 

TEL 0555-24-0292（管理事務所） 

参加費；1000 円（弁当、飲み物代） 

 

連絡先；富士五湖ワイズメンズクラブ 事務局 後藤 TEL 0555-84-4233 

    Email  ag1263@olive.ocn.ne.jp    

＊弁当の都合がありますので必ず申込み願います。 
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