
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

  

 

   

 

  

 

   

  

                         

 

１月新年例会 

２０１６年１月１５日～１６日 

     於：河口湖 大池ホテル   

１５時～チェックインできます。 

１８時３０分～例会 

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、ゲスト紹介 

５、諸報告 

６、ＹＭＣＡのうた 

７、閉会点鐘   

１９時～懇親会  

 

 

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 

２０１６年 富士五湖クラブ １月ブリテン 第１３４号 

国際会長：Wichian Boonmapajorn(タイ) 

主題：「信念のあるミッション」（Mission with Faith） 

アジア地域会長：Edward K.W.Ong(シンガポール） 

主題：「愛をもって奉仕をしょう」 （Through Love, Serve） 

東日本区理事：渡辺隆(甲府） 

主題: 「原点に立って、未来へステップ」 

あずさ部長：標 克明 

「ワイズメンとして一歩前進」 

富士五湖クラブ会長：小池亦彦 

  『常に最善をつくそう！！』 

会長 小池亦彦 

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 後藤昭子          

 

 

今月のハッピーバースデーとアニバーサリー   

 

 お誕生日 

  1月２４日 後藤昭子メン 

 

おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

12 月のデータ 

  会員数    １３名 

  例会出席    １１名 

例会出席率       ８５％        

ニコニコ BOX            ０円 

      累計     ３６０円 

 

謹賀新年 
   本年もよろしくお願いします。 

 

 



山中湖クリスマス合同例会 

後藤明久 

日時；2015 年 12 月 5 日(土) 午後 1 時～ 

場所；東京 YMCA 山中湖センター 

参加者；小池、望月 2、原 2、後藤 2、茅野 

東京サンライズ；大谷会長、小山 2、御園生、

柴田、菅原、立田、長津、染谷、宮岡 

午後 1 時、山中湖センターに集合、打ち合わ

せで開始。平野地区の多くの子供達が集まっ

ていて、少子化とは思えない賑わいでした。

特に保育園や小学校低学年が多かった印象で

す。天野所長や諏訪主事、リーダーたちが、

年齢に合わせて輪投げや竹鉄砲ゲーム、屋外

でのゲーム等で盛り上げました。 

 

時間が来たところで、ワイズメンによる恒例

の寸劇です。イエス生誕の様子をサンライズ

お手製の背景画を使って、皆でキャストを演

じました。御園生監督で配役され、富士五湖

も Acco ナレーターや goto 裏方で協力しまし

た。皆で『きよし この夜』を歌い終了しま

した。来年はかぶり物も使って更にバージョ

ンアップするようです。 

 

その後、大好評のビンゴ大会を開催しました。

この時の盛り上がりはいつも大変な騒ぎです。

一等賞は二人いて、じゃんけんポンで小さな

子供が、ディズニーランド親子券をゲットし

ました。大小の縫いぐるみやおもちゃ、小物

などを楽しそうに迷いながら選ぶ姿が良かっ

たです。ビンゴ終了後、リーダーたちが扮し

たサンタさんから、皆にプレゼントを渡して

クリスマス会の終了です。 

5 時からは合同例会が開始されました。大谷

会長の開会点鐘で始まり、両会長の挨拶、皆

の一言メッセージを述べあい、小池会長の閉

会点鐘で終了しました。 

両クラブの諸報告、今後の日程や参加の確認

をしました。富士五湖クラブは今後の 1 月新

年例会への参加要請をしました。1 月新年例

会は、大池ホテルで確認済みです（小池会長） 

3 月 12～13 日（土日）の伊東移動例会に関し

て、望月さんより姪っ子の結婚式になってし

まった。変更できるかどうかの打診があった。

そこにいたメンバーは翌週にするのも可能と

のことだが、連休に当たるので、須藤さんの

都合、長田実行委員長、三浦さん、武藤さん

などの都合、日程調整できるか、早めの協議

が必要だ。 

原さんより、草津クラブ、甲府 21 クラブと

の DBC 交流会の状況が話された。1 月新年例

会での締結は参加の都合がつかない、4 月の

交流会で DBC 締結を進めたいとの返答。東

日本区事務所の小山さんがいましたので、4

月の西日本区の日程をチェックしてくれると

の事でした。1 月新年例会への草津や甲府 21

からの参加が締結の始まりになりそうです。 

小池会長は地元地区の役員会で帰り、6 時よ

りお楽しみ食事兼宴会の始まりです。ロース

トビーフ、サーモンのマリネ、唐揚げ、サン

ドイッチなどの豪華料理とビール、ワイン、

日本酒、ウーロン茶などの多彩な飲み物で大

いに盛り上がりました。後藤 2 はいつものよ

うに喜代子さんに送ってもらえるということ

で、二人ともご機嫌に飲ませていただきまし

た。 

午後 8 時ごろ、宴席は終了となり、ケーキな

どのお土産をいただいて帰路につきました。

途中、花の都公園のイルミネーションを見学

しました。久々でしたが、凄くバージョンア

ップされていてびっくり、富士山型、滝、ハ

ートなど多彩なイルミネーションは寒さも忘

れるぐらいの圧巻でした。溶岩樹形の洞窟も



あり、昼間の花のない公園とは違い驚きでし

た。すっきりした清々しい気持ちでクリスマ

スの夜は終了しました。お疲れ様でした。 

 

 

第 17 回「アジア賞」授賞式 

望月勉 

12 月 13 日、松本市深志神社「梅風閣」で、

松本クラブによる第 17 回「アジア賞」作文

コンテスト授賞式が 15：00 より行われまし

た。この賞は、アジアから私費で信州大学、

松本大学などに留学している学生が、次の４

つから題を選び作文を書いて提出するという

コンテストです。今年は 

① 留学によって切り開く私の人生 

② 祖国と違う日本の風習、文化、なぜだろ

う 

③ 私の祖国、住んでいる町、出会った人々、

学ぶ大学 

④ 人生の豊かさとは？自分はこう考える 

未発表作品で、日本語で 3000 字以内という

ものです。当日は経過報告、入選者発表、選

考講評、賞状、副賞授与、受賞者スピーチと

いう順で会は進みました。入賞者の作文はど

れも素晴らしく、感動する出来でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年この作文を読む事が大きな楽しみです。

最後に祝辞があり、3 番目にあずさ部長標部

長予定でしたが、甲府２１の公式訪問で途中

退席したため、なんと直前部長の私に祝辞が

突然まわってきました。慌てて挨拶を考えて

事無きをえました。第 2 部、記念講演会があ

り、少し時間が遅れて、17：30 より第 3 部の

留学生交流会が始まりました。乾杯を直前部

長の私がさせていただき、美味しい食事とお

酒に下鼓を打ち、留学生との交流もしっかり

と行い、19：40 には松本を後にしました。双

葉のサービスエリアで茅野さんが下車する時、

なぜか急に二次会を茅野邸でやる事になり、

6 人全員でお邪魔しました。そこで１時間半

ほどお酒と会話を楽しみ、吉田に帰宅しまし

た。富士五湖クラブからは 6 名の参加者。こ

れは松本クラブを除きトップでした。望月 2

名、後藤 2 名、小池会長、茅野さんが参加し

ました。来年も頑張って参加しましょう。 

 

 

 

 

御殿場クラブ 

クリスマス例会に参加して 

                               

三浦洋美 

 １２月１９日 望月家ご夫妻・後藤家ご夫妻・

原家ご夫妻そして私の7名でいざ、東山荘へ。1時

に後藤家を出て2時前には東山荘に到着 

  

杉山会長の点鐘により例会が始まりました。ワイ

ズソング、ワイズの信条、会長あいさつと一連の

流れが終わりゲスト紹介となりました。今回のゲ

ストは富士五湖クラブだけのようでした。原さん

から富士五湖のメンバー紹介があり、皆様から 

歓迎の拍手を頂きました。誕生日・結婚記念日の

お祝いにおいては、後藤ご夫妻が１２月が結婚記

念日という事で記念品をいただきました。おめで

とうございます。♥ 

そのあとスマイル・YMCA基金boxを回しながら一

人づつ話し、例会は閉会しました。 
 



 

 ３時からは歌声広場、進行とギター担当の小山

さんとジャズピアニストの宮澤さんの演奏で 

休憩を挟みながら約2時間声高らかに皆さんいろ

いろな歌を楽しみました。小山さんは演奏も 

素晴らしかったですが、トークもユーモアに溢れ

あっという間の２時間でした。 

いよいよお楽しみのクリスマスパーティーが始

まりました。富士五胡がお土産に持参した 

スパークリングワインで乾杯！皆さんの美味し

い～の声が嬉しかったです。 

 

 

 

 

食事も沢山そして美味しい、食事の間にも宮澤さ

んの素晴らしいジャズの音色がより一層素敵な

ものにしてくださいました。 

みなさんお酒が進んできた頃、望月さんが木村部

長との思い出話と共に思い出の歌「宇宙戦艦ヤマ

ト」の歌を披露しました。 

みなさん木村部長のことを思いながら望月さん

の歌に聞きほれていました。 

私と言えば、大和田さんから「三浦さんに振りま

すので何かお願いします」と言われ、みなさんが

一つになれるようなゲームを2つほどさせていた

だきました。お腹を抱えて笑っていただき私も少

しはお役に立てたかと思います. 

本当に有意義で楽しいクリスマスパーティーに

参加できて良かったです。 

 

≪新年の抱負≫ 

 

原 俊彦 

先ずは月並みですが、健康な一年であれば良いな

と思っています。 

今年は7月からクラブ会長と言うワイズでの役職

が久しぶりに回ってきますので、新しい出会いや

様々なイベントを全てチャンスとして捉え、億劫

がらずチャレンジできればなーって思っていま

す。 

 

武藤五子 

今年も笑顔を絶やさずに、がんばりたいです。 

何か新しい事にもチャレンジしたいと思いま

す。 

 

望月勉 

新年の抱負の前に、旧年の出来ごとを振り返

ってみますと、２月に望月の名前を持つ男の

子が初めて生まれ、息子の家も新築してやる

ことが出来ました。６月末にどうにかこうに

かあずさ部長が終わり、８月第１土曜日にエ

ルマークロー賞を思いがけなくいただき、１

０月には２回目のてまひま堂テレビＣＭに出

演。１１月には招待旅行で鹿児島に３泊４日

の大名旅行。１２月には富士五湖ＣＡＴＶに、

我が家の餅つきの風景が２日間に渡り放送さ

れました。旧年中があまりにもいい事が続い

たので、２０１６年、今年はぜひ何事もない

よう心静かにおとなしく１年を過ごしていけ



たらと思っています。 

 

三浦洋美 

2016年は希望の年にしたい。 

昨年は公私において決して良い年だったとは

言えない年でした。 

自分の弱さが視力の異常という信号を出し、自

分を改めて見つめ直す機会を頂きました。 

そのことを教訓に私は「今を生きよう」と心に

決め2015年を締めくくることができました。 

だから、2016年は「自分らしく今を精一杯生き

ていく」を念頭にワイズの活動も自分探しをし

ながら頑張って行こうと思っています。 

人に必要とされる人になりたいです。 

     

長田洋二 

昨年は私の母、家内の父が亡くなり。さみしい

年でした。又､家内が７月に交通事故にあい､今

だに病院通いをしいられています。 

今年は今年の負の出来事をリセットし明るく

楽しく実りある年にしたいと思います。ワイズ

の行事に出来るだけ出席できるよう頑張って

いきたいと思います。 

宜しくお願いします。 

 

須藤 繁 

昨年は仕事を辞め、このゆうゆうの里に移り、

入院手術をし、多くのお見舞いを頂き、その

間に美味しいお店を探すなど、少々慌ただし

い１年でした。それでも仕事から解放された

せいか、時間に追われることが少なくなって、

眉間の皺があまり目立たなくなってきました。

そこで今年は、この里の名称どおり、もう少

し「ゆうゆう」と過ごしたいものと思ってい

ます。そうすると、きっと今度は顔のシミも

きれいになって、この里は美男美女の里と名

称変更するのではないかと思います。 

 

望月喜代子 

昨年に還暦を迎えました。健康にも恵まれて、

1 年過ごす事が出来ました。富士山で働く事が

出来、鹿児島や東北にも行けました。今年は後

厄なので、1 年健康に気をつけて、元気でワイ

ズ活動が少しでも出来ればいいと思っています。

いろいろなクラブに行けたらいいですね。皆様

宜しくお願いします。 

 

後藤明久 

あけましておめでとうございます。 

今年度もはや半年が過ぎ、何か始めたいと思

いつつ新年会の時期に来てしましました。新

年は昨年にマサル年にしましょう＾＾。まず

は新年宴会と DBC交流会などの交流の拡大と

フライングディスク大会など CS事業を進め

て一歩づつ前進していきたいと思います。今

年も宜しくお願い致します。   

原淑子 

今年はどんな風な年になるのかなぁ・・。 

毎日が多忙で過ぎて行ってしまいますが、 

今年も元気で、ワイズ活動や旅行等々 

色々楽しめたらと思います。 

 

茅野信雄 

今年も新年例会から初めて、出席第一を目標に

活動していきます。個人的には、リバウンドし

ないように健康的な生活に心がけます。 

 

後藤昭子 

今年も元気に活きましょう!! 

今年も笑顔で絶好調!!  

常に前向きな気持ちで毎日を活き活きと!! 

次年度はクラブの外にも出てあずさ部のＣＳ

主査としてもワイズ活動を頑張ります。近い

将来はＢＦ代表になって世界に行くぞ (笑) 

 

              

 

「あれやこれや」 

茅野信雄 

最近、我が家の家電製品は故障続き。居間のテ

レビは録画が出来なくなり、私の部屋のテレビ

は画面半分が映らない、ネットワークハードデ

ィスクも接続エラー．．．いったい何が起こっ



ているんだろう？？？ 確かに電気製品に寿

命があることは、一応、電気工学を勉強した身

では判っちゃいるけど．．． でも、寿命とは

言えない使用期間。 納得できない．．． そ

ういえば、最近、家電量販店はどこも長期保証

を売りにしている気がする。こんなに故障が多

いと、消費者としてはありがたいサービスであ

るが．．．本来、故障が少ないことが前提の保

険のはず。パンクして不履行にならないか一抹

の不安がよぎるこの頃です。 

 

 

 

 

 

 

≪山梨ＹＭＣＡだより≫ 

露木淳司 

新年あけましておめでとうございます。  

山梨ＹＭＣＡは昨年同様、本年も“For All”の精神で地域福祉に貢献することを目的に、事業

計画を推進していきます。変わらぬご支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。今年 5 月

には創立 70 周年を迎えます。折りしも道路拡幅に伴う会館取り壊しの噂が取り沙汰され始め、

将来計画検討委員会の動きが活発になってまいりました。正に分岐点に立っていることを実感し

ながら、次に進むべき方向を見定めなければなりません。各方面から耳寄りな情報を収集してい

ただき、画期的な展開をひそかに期待しています。 

また、本年、職員の小池知寿が出産のため休職扱いとなりますが、後任として男性のスタッフ

を採用させていただきました。それぞれの例会にて皆様にもご紹介させていただきますので、 

お引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

これからの予定 

  

1/15 （金）～1/16（土）新年例会             河口湖大池ホテル 

1/29 （金）      1 月第 2 例会（次期役員選出）20 時～ふれあいセンター 

2/9 （火）      2 月第 1 例会        20 時～ふれあいセンター  

2/13 （土）      あずさ部第 2 回評議会       松本 

2/26 （金）      2 月第 2 例会        20 時～ふれあいセンター 

3/5(土)～6(日)     次期会長＆部役員研修会      御殿場 東山荘 

3/8 （火）      3 月第 1 例会        20 時～ふれあいセンター 

 3/19(土)～20(日)    3 月伊東移動例会         伊東温泉 


