
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月第１例会 （御殿場クラブとの合同例会） 

２０１7年３月９日ＰＭ７時～ 

     於：御殿場 東山荘   

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、ゲストビジター紹介    

５、食前感謝 

６、音楽会 

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 ３月ブリテン 第１４８号 

国 際 会 長 ：Joan Wilson（カナダ） 

「私たちの未来は、今日より始まる」 

アジア地域会長：Tung Ming Hsiao （台湾） 

「ワイズ運動を尊重しよう」 

東日本区理事：利根川 恵子（川越） 

「明日に向かって、今日動こう 」 

あずさ部長：浅羽俊一郎(東京山手) 

「あずさ部は賜物の宝庫。もっと活かそうぜ！」 

  

富士五湖クラブ会長：原 俊彦 

  『一人ひとり持ち味を出して輝こう！』 

会長 原 俊彦 

副会長 茅野信雄 

副会長 望月 勉 

書記 後藤明久 

会計 武藤五子 

会計 望月喜代子 

直前会長 小池亦彦          

 

 

２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             ４８６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！ 

 

 

 

     雪が降って富士山も真っ白！ 



第 2 回東西交流会 

 

望月勉 

2 月 4 日、5 日と、御殿場市国際青少年センター

東山荘にて、語ろう、未来につなぐワイズスピリ

ットを！をテーマに、第 2 回東西日本区交流会が

開催されました。第 1 回大会、富士五湖クラブが

設立されてまだ 2 年しか経っていない 12 年前で

した。ワイズが何も分からなかった頃でしたが、

夫婦で参加してみました。なんとなく懐かしい気

持ちでの今回の参加でした。午後 1 時、原さん夫

妻を迎えに行き、20 分前には東山荘に到着。あち

こちによく知るワイズが沢山います。12 年前には

ほんの数人しか親しいワイズはいなかった事を

思うと、12 年の月日の長さを思い出しました。午

後 2 時、2 年前私と一緒に部長をした太田勝人国

際交流事業主任の司会でスタート。利根川理事の

開会点鐘、田中博之実行委員長の開会の言葉。来

賓、理事挨拶と続き、日本ＹＭＣＡ同盟理事の講

演「ＹＭＣＡのブランディングとワイズ」を聞き、

記念撮影。ラーメンタイム。そして第 2部に移行。

富士五湖の 4人は本館講堂で音楽を楽しみました。

東山荘の本館は、今回初めて見る事が出来ました。

第 3部は 18時 45分から、体育館にて夕食懇親会。

全日本東西対抗ワイズ合戦や抽選会など、あっと

いう間の 2 時間。中締めの後 21：30 より、1 号

館第 1 会議室で、自主プログラムとして、私が「雲

の上の支配人38年」と題してトークをしました。

夜遅いのと、皆様お酒を飲んだ後なので、聞くも

大変だったと思いますが、約 30 名ものワイズメ

ンが来ていただきました。御殿場クラブ、名古屋

クラブ、甲府 21 クラブ、八王子クラブの皆様あ

りがとうございました。忙しくも思い出に残る東

西交流会でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2回あずさ部 安兵衛評議会 

 

原 俊彦 

2月11日(土)、今年度2回目となる「あずさ部安兵

衞評議会」が東京サンライズクラブのホストで開

催されました。 

午後1時半からの開会であった為早々に昼食を済

ませ山手YMCAへ向う。今回の評議会参加者は合計

59名、うち富士五湖クラブからは6名の出席。か

つては80名近くのメンバーが出席し賑やかだっ

た時期を知るだけに60名を切る現状は何とも寂

しい限りです。特にあずさ部最大の勢力を誇る甲

府クラブからたった3名とは・・・本当に残念で

す。 

今回の議案の目玉は2つ。一つは次々期あずさ部

長、もう一つはCS助成金の配分でしたが、次々期

の部長は甲府21クラブの廣瀬健ワイズそしてCS

助成金については富士五湖クラブの「フライング

ディスク大会」に満額7万円が承認されました。 

議案審議のあと部長、主査、クラブ会長の順に活

動報告がなされほぼ時間通りに評議会終了。 

会議終了後、懇話会が開かれましたが机を並べ換

え島を作りグループ毎に「あずさ部について考え

る。」をテーマに熱心な討議がなされました。幅

広い交流が図れると共に自由闊達な意見が出さ

れ非常に有意義な時間を過ごす事が出来ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



沼津ワイズメンズクラブ 

創立５０周年記念例会              

後藤明久 

日時；2017 年月 18 日（土）11 時～15 時 

場所；ニューウェルサンピア沼津 

朝 9 時、喜代子さん運転の望月号で迎えに来て頂

き、望月 2 後藤 2 は一路沼津へ。10 時 30 分には

到着し、原夫妻とも合流、11 時からの第 1 部記念

式典に臨みました。160 名を超える盛大な記念例

会でした。 

菅沼道子ワイズの流れるような司会で始まり、第

50 代渡辺実帆会長の開会点鐘、長谷川等ワイズの

開会挨拶、ワイズソング＆ワイズの信条の唱和、

来賓紹介に続き、浅原沼津市議会議長、利根川東

日本区理事、増田富士山部長、渡辺周衆議院議員

（沼津メンバー）の挨拶がありました。その中で、

ＪＣ、ライオンズ、ロータリークラブにまさる活

動をしているワイズメン、富士山のような大きな

心を持って楽しく活動するワイズメンとの賛辞

もありました。元理事の田中博之ワイズのアジア

会長決定のお知らせもありました。杉谷美砂さん

の入会式もあり、「アメイジンググレイス」を歌

う渡辺実帆会長の先導での入場は厳かで良い雰

囲気で感じ入りました。杉谷さん、今後とも宜し

くお願い致します。 

記念事業で、過日「留学生スピーチコンテスト」

を行ない、その中の 1 位 2 位のスピーチが披露さ

れました。松本クラブ主催のアジア賞は作文です

が、沼津のスピーチで発表するのも良い企画でし

た。 

その後、ＤＢＣ相手の彦根クラブと京都トップス

クラブとの記念盾の贈呈や日本人形のお返しな

どがあり、交流の深さを感じました。席を同じく

した京都トップスの宮尾副会長さんなどと話し

ましたが、例会終了後、交流会と夜の二次会まで

の予定があるとの事でした＾＾ 

二世ワイズの大村貴之ワイズの閉会のあいさつ、

渡辺実帆会長の閉会点鐘で第 1部は終了しました。 

第 2 部の記念講演は、甲府クラブの大澤英二ワイ

ズの「ＹＭＣＡとワイズメンズクラブ」と題して、

長いＹＭＣA 生活とワイズとのかかわりについて、

感慨深く話されました。ワイズメンズクラブがい

かにＹＭＣＡに関わり、賛助してきたかを知るこ

とができました。 

講演会後、外の芝生広場に出て、記念撮影し、戻

って、いよいよ第 3 部懇親会に突入です。 

第 3 部の開始は、渡辺実帆会長の「花は咲く」の

歌の挨拶で始まりました。スポンサークラブのも

うすぐ 90 年の東京クラブ比奈地会長、熱海クラ

ブの第 52 代鈴木会長、ＤＢＣクラブの彦根クラ

ブの第 66 代林会長、京都トップスの 46 歳の河合

会長の 4 名より祝辞があり、沼津クラブとの馴れ

初めと交流を話されました。乾杯は、チャーター

メンバーの中田成ワイズの発声で宴会スタート

です。 

会場が目いっぱいのため、料理は外のフロアに豪

華に並べられました。多くの料理も 160 名ものワ

イズに会えば、ひとたまりのなく、あっという間

に平らげてしまいました。 

クラブ功労者への感謝状盾の贈呈では、渡辺実帆

会長が声を詰まらせ、感極まっていました。対象

は 3 名いて、中田成ワイズ、大村俊之ワイズ、青

木初音ワイズでした。中田成ワイズの地下道清掃

を何年も続けて新聞に取材され、7 名まで落ち込

んだメンバーが復活するきっかけになった話を

されました。たった一人の時もあったが続けた、

とにかくやり続ける事という言葉には感銘を受

けました。 

 

お楽しみの時間として、渡辺実帆会長と世田谷ク

ラブの小川圭一ワイズと一緒に、石巻に歌声出張

している内容で、美声を響かせながら、皆で一緒

にうたいました。 

司会者の片岡章一ワイズより、参加者クラブごと

の紹介があり、富士五湖クラブも 6 人で手を挙げ

て大きくアピールしました。スマイル献金（ニコ

ニコ）は各テーブルに箱が置いてあり、担当者が



回収しました。東日本区大震災と熊本地震の復興

のために十数万円の多くの献金が集まり、演壇で

利根川理事に手渡されました。利根川理事よりお

礼の言葉がありました。 

50 周年実行委員長の泉文雄ワイズより、参加者へ

の謝辞があり、渡辺実帆会長先導の閉会の歌を歌

い、終了となりました。富士五湖メンバーは、終

了後解散して、原夫妻は電車で帰京、望月 2 後藤

2 は望月号で無事帰りました。どうもお疲れ様で

した。 

 

2 月第 2 例会報告 

 

日時；2017 年 2 月 24 日（金曜日） 

場所；富士吉田市ふれあいセンター 

参加者；原 2、望月 2、後藤 2、茅野、三浦、武藤

＋マキちゃん 

初めに原会長より開会挨拶があり、使用済み切手

のカット処理をしながら、例会を開始した。 

2/4-5（土日）東西交流会＞参加者 370 名以上。

懐かしい面々に会えて良かった。料理がいつもの

東山荘の宴会に比べられない内容で残念だった。

夜 9 時の望月さんの「富士山の話」に 20 名以上

が参加した。懇親会あとの卓話は参加者が眠くて

大変な時間だった。 

2/11（土）安兵衛評議会＞東京 YMCA 山手セン

ターで 60 名ほどの参加者で開催された。 

大野貞次次期部長より次期部役員が発表され、書

記；神谷幸男、会計；鳥越茂代、CS；長谷川あや

子（八王子）、EMC；菰渕光彦（サンライズ）、国

際交流；広瀬健（甲府 21）、ユース；渡辺大輔（武

蔵野多摩）。 

甲府 21 の広瀬健ワイズは次々期部長となり、次

期への流れが鮮明になった。 

CS 助成金の配分もあり、松本クラブが 5 万円、

富士五湖クラブが 7 万円の満額の配分を受けた。

浅羽あずさ部長の方針で、地域奉仕をクラブ単独

でしている点やユースの参加などが評価されま

した。年々参加者が多くなっているフライングデ

ィスク大会で経費も上がっていますが、審判者謝

礼を増やすなど出来れば良いと思います。渡辺次

期ユース主査より、フライングディスク大会をあ

ずさ部主催に繰り上げて東日本区からの助成事

業にする案も出ましたが、富士山例会の初日に馬

返しから 5合目までのハイクプログラムを逆提案

しました。あずさ部としての独自 CS 事業の開発

などができれば良いですね。 

3/9（木）御殿場合同例会＞夜 7 時から東山荘、6

時望月宅出発；原 2、望月 2、後藤 2、三浦、茅野

パパ。例会費はクラブ負担とする。 

3/11（土）八王子チャリティコンサート＞参加確

認して乗り合わせしていく。 

4/8（土）草津甲府 21 合同例会＞日帰り参加で望

月 2、三浦の 3 名参加する。 

4/22（土）第 7 回フライングディスク大会＞パイ

ンズパーク芝生広場は 9～14 時予約済み。 

京都洛中クラブが移動例会で来甲する。大会運営

を見てもらい、出来れば参加してもらいたいので、

10～11 時には到着してもらうように要請する（原

会長）。一緒に昼食食べて、草刈り作業、浅間神

社参拝などをして、夜は全員参加でホテル湖月で

の懇親会を行なう予定。翌日はいやしの里で昼食

まで同行する案が出された。 

大会準備＞三浦担当、健康科学大生の昨年参加者、

堀内弁護士などには連絡済みで参加してくれる

とのこと。富士学苑高校にも参加要請していくこ

とにした。参加施設も増やしていく方針。参加者

証は、例年通り茅野さんが作成していく、印刷は

茅野さんか三浦さんか状況で判断する。 

5 月卓話＞5/12（金）、5/26（金）で検討する、候

補者を各自考えていく。 

6/3-4（土日）第 20 回東日本区大会（ウェスタ川

越）＞ホテルは予約済み、参加は各自申請する。

参加予定は原 2、望月 2、後藤 2、茅野。三浦検討

中。 

 

 

     

 

 



「あれやこれや」 

                                  三浦洋美 

私の娘は知的障害のある自閉症です。多くの事柄において拘りを持ち生活しています。 

その中の一つにテレビがあります。通所施設から帰宅すると眠りにつくまでの時間 

NHKのＥテレ（教育番組）を掛けて過ごします。夕方は子供向けの番組ですが、その後は 

為になる番組（個人的な見解です）が放映されます。その中でも月曜日～木曜日の 

午後８時00分～午後８時２９分 ハートネットTVの番組が私は大好きです。 

「生きづらさ」をかかえる全ての人にむけた新しいスタイルの福祉番組で 

貧困、難病、LGBT、ひきこもり等いろいろな問題を取り上げています。 

番組を通して自分にも何かできることはないだろうかと思いながら模索しています。 

ワイズ活動においてもこのような問題に対してアクションを掛けていけるクラブと思って 

いますので、今後が楽しみです。 

小さな幸せ、小さな温かみを皆求めている。それは性別、人種関係なく誰もが願い思う事。  

追記 

2月25日公開の映画「彼らが本気で編むときは」トランスジェンダーの人が主人公の作品です。 

その映画を見に行くのが楽しみです。 

 

≪山梨 YMCA だより≫ 

露木淳司 

 2016 年度は放課後児童クラブが飛躍的に拡大した年でした。特に新しい拠点として、日本キリスト

教団甲府中央教会のご厚意で、甲府市下石田に南西望みの家の元礼拝堂が与えられました。広大な公園

が目の前に広がり、礼拝堂の落ち着いた空気感が、日頃やんちゃ子どもたちの心を落ち着かせてくれて

います。近所の人からも、公園に子どもの声が聴こえるようになって嬉しいと喜ばれています。支援員

スタッフも増員し、キャンプやわいわい地球塾など他の事業にも活気が出てきました。 

 将来計画については、3 年後の 2020 年までには新会館をオープンさせたいという工程で作業が進め

られています。また、新規事業として発達障がい児のための児童デイサービスがこの 2 月に立ち上がり

ましたが、新会館建設後にはさらに小規模保育事業や日本語教室、パソコン教室などはできないか、野

外施設を持てないかなどと検討が進んでいます。 

 全国的にはブランディングが完成するとして、新しいロゴマーク、スローガン、各種広報ツールのデ

ザインが本年度中に決定します。この流れを活用してますます山梨 YMCA が発展的に事業拡大してい

けるよう、着実に歩みを進めてまいりたい願っています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

 

  3/4(土)～5(日)     次期会長・部役員研修会   東山荘 

  3/10(金)        3 月第 1 例会 

  3/24(金)        3 月第 2 例会        ふれあいセンター 

  4/7(金)        4 月第 1 例会 

  4/21(金)        4 月第 2 例会        ふれあいセンター 

  4/22(土)        第 7 回障がい者フライングデイスク大会 パインズパーク 

             京都洛中クラブとのＤＢＣ結納式 湖月 

 



 

「第７回 障がい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 7 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、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；2017 年 4 月 22 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） 

雨天時：富士河口湖町民体育館 富士河口湖町船津 5542‐1 

TEL 0555-73-1220 

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    

＊お弁当の都合がありますので必ず申込みをお願いします。 
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