
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

2月第 1例会 

記念合同例会＆DBC締結式 

2018年 2月 3日(土) 

    於：ANAクラウンプラザホテル京都 

第1部 式典 16時～ 

    開会点鐘 

    開会祈祷 

    ワイズソング斉唱 

    来賓紹介 

    会長あいさつ 

    DBC締結式 

    来賓あいさつ 

    贈呈式 

    日本介助犬協会紹介 

    YMCAのうた斉唱 

    閉会点鐘 

第2部 懇親会 18時～ 

食前感謝 

乾杯 

IBC紹介 

京都洛中・富士五湖事業紹介 

「燃えろよ ワイズ♪」 

出席クラブ紹介 

アピールタイム 

実行委員長あいさつ 

閉会 

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 

２０１８年 富士五湖クラブ  ２月ブリテン 第１５９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          

 

１月のデータ 

  会員数    １１名 

  例会出席   ８名 

       ｺﾒｯﾄ               1 名 

       ゲスト 

例会出席率        ７３％        

ニコニコ BOX              ０円 

       贈呈     △２２，４８８円 

累計            ０円 

 

 

今月のハッピーバースデーと 

アニバーサリー   

 

 メン      

小池 亦彦さん 2月 11日 

茅野 信雄さん 2月 28日  

      

おめでとうございます。 

アニバーサリーの該当はありません。 

 

 

 

 



新年会と試食会 
             望月 勉 

                                                                        

平成３０年新年会と、５月１３日あずさ部評

議会、その後に行われる富士五湖クラブ１５

周年記念祝会の試食会が、１月１３日、富士

吉田市魚吉会館で行われました。毎年新年会

は１泊でしていましたが、今年は２月３日京

都での DＢＣ締結式を控えているため、そして

試食会もという事で、宿泊はありませんでし

た。午後６時、御殿場クラブから渡辺さん、

若林久美子さん、堀口さんの３名が参加して

下さり、全員１１名で和気あいあいと美味し

い食事を楽しみながら、８時半まで話がはず

みました。特に試食会という事もあり、料理

は写真で記録し、デザートも追加したほうが

いいということになりました。 

 

 
 

８時半からは御殿場クラブ３名、富士五湖ク

ラブ５名で、スナックみやぎにて２次会です。

カラオケを楽しみながら、両クラブの懇親を

深めました。御殿場クラブは一番近いクラブ

であり、どの行事も参加してもらっています。

富士五湖クラブも出来る限り御殿場クラブの

行事には参加していきたいと思います。富士

五湖クラブ参加者は原夫妻、武藤さん、マキ

ちゃん、小池さん、茅野さん、望月２名、計

８名の出席でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月第２例会報告 

 
参加者；原 2、望月 2、三浦、小池 

 

１）DBC締結関連 

  ① 富士五湖クラブ紹介映像は、修正箇所

が幾つか有り、内迫さんに依頼。 

   ② 販売するファンド商品は、大体 100個 

  会場内で売る事が出来るので、販売は、

交代でする。 

  ③ 3日のお昼は、新幹線内で駅弁を食べ

る事に決定。 

   会場で洛中クラブのメンバーとの打ち

合わせも有るので（洛中クラブは 1時集

合     

ハートンホテルへ直行して、荷物を預け

る可能ならチェックインする。 

  ④ ランチョンバッジとバナー：後藤 

    ⑤贈呈はニコニコの 22,488にクラブから

プラスして東日本大震災へ 15,000円、九

州北部豪雨災害へ 15,000円ずつ渡すこと

に決定。 

   

２）２月 10 日評議会参加者：後藤、アッコ、

望月、喜代子、原二人の６人 

  ２月３日迄にあずさ部書記に神谷さんに

提出ですが、会長から申込みする 

３）3月 3－4日会長研修会：小池参加 OK 

  後藤は仕事で九州のため欠席 

４）5月 13日の評議会と 15周年記念 

  ① 評議会の名前は「富士の国 評議会」

と決定。望月さんより提案。 

  ② 祝会は、今回京都で使う「記念映像」

を映す。 

 

５）周年行事（現時点） 

  ① 東京グリーンクラブ（3月 21日）：望

月、喜代子、原二人 申込は 2月 15日 

  ② 富士クラブ（3月 24日）：望月、喜代

子、原二人 申込は 1月 31日 

 

６）西日本区大会：６月 9日〜10日 神戸 

  参加：望月 2、原 2、後藤 2。 

3月 31日迄の申込は、割引されます。 

   

  2月 3日の出発時間、車乗り合わせなどの

詳細、大会などの出欠については後藤 2,

武藤が欠席のためメールでの最終確認と

なった。 

   

つぶやき 

1 月新年例会は仕事で仙台に、第 2 例会はインフル

エンザ B 型にかかってしまい 1 月は例会に参加す

ることができませんでした。インフルエンザから復

活し京都に行くことができてホントによかったで

す。ご心配をおかけしました。acco 



「あれや これや」      
                                  三浦洋美 

今や携帯電話もガラケーからスマホの時代。私もスマホに変り、もうすぐ2年となります。 

いろいろな機能を使いこなせないながらも便利に利用しています。 

先日職場の同僚から「ノンちゃん（障害の娘）の日帰り旅行の写真みたよ。」 

と言われ、なにで見たのか聞きましたら、障害者施設のフェイスブックに載っていたとの事。 

その様な機能は、使う気持ちはありませんでしたが、このことを機会に私もフェイスブックに 

登録しました。 

自分が投稿した内容に対して、遠く離れた友達と交流できたりと、とても楽しんでいます。 

今一番の興味深い投稿は、川崎で知的障害や自閉症の方たちの今以上の幸せを実現するために、 

彼寄り添う支援者への支援をしている方の投稿で、知的障害者支援の話題を毎日取り上げ、皆さ

んと共有しながら会話をしています。私も時々当事者の親としてコメントし、励ましももらって

います。 

 

 

≪山梨 YMCAだより≫ 

 
地域に根差し世界を見つめる 

 

山梨 YMCA にて、1 月 20 日、教会一致懇談会による連夜祈祷会第 5 夜の会場として、県下に広が

る様々なキリスト教の信徒たちが宗派を超えて一つとなり、ただ一人の救い主イエスキリストを

崇め、一致して共に祈りをささげる機会が持てました。YMCA も同様に宗派にこだわることなく、

ただひたすら主の生き方にに倣って、世のため人のために奉仕の道を歩んでいく団体です。 

山梨では新しい YMCA 会館を建設する話し合いが進められています。この話し合いの中心にはい

つもイエス様がいて、御旨に適った建物や活動の計画が与えられるように導いてくれます。 

年老いた者も幼き者も、障がいのある者もなき者も、日本人も外国人も、男性も女性も、富める

者も貧しき者も、全ての者が平等に自由に声を掛け合い、笑顔でいられる、共に生きる希望を与

えられる場所になることを夢見ています。正にイエス様が示してくれた人間のあるべき姿が実現

できる場所として活かされるよう心から祈ります。 

ひとたび世界に目を向けますと、対話より、圧力を求める動きが加速しています。それに呼応す

るかのように日本でも武器を持つことに肯定的な声が強まりつつあることが懸念されます。 

この会館ができるときはちょうど平和の象徴「オリンピック」が東京で開催される頃です。 

今こそ世界の人々が人種や宗教の壁を越えて一つにならなければなりません。そして、私たちは

唯一の被爆国民という立場から平和の尊さを主張していかなければなりません。 

地域に根ざし、世界を見つめる YMCA の新会館開設まであと 2 年に迫りました。キーワードは

ForAllと地球市民教育。改めて YMCAの持つ可能性を最大限に引き出し、地域共生社会を実現し、

平和な未来を担う人材を育成していきたいと願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

                    4/6(金)4 月第 1 例会 

                    4/20(金)評議会＆15 周年準備例会 

2/3～5 京都記念合同例会＆DBC 締結式  4/27(金)4 月第 2 例会 

2/10(土) 第 2 回あずさ部部会       4/28(土)第 8 回フライングデｲスク大会 

2/23(金)2 月第 2 例会           5/4(金)5 月第 1 例会 

3/3～4 次期会長・部役員研修会      5/12(土)第 3 回あずさ部評議会 

3/9(金) 3 月第 1 例会 露木総主事卓話       富士五湖 15 周年記念例会 

3/23(金)3 月第 2 例会 


