
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

富士と桜 

 
 

 

4月第 1例会 

 

2018年月 4月 6日(金) 

    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、ハッピーバスデー＆アニバーサリー 

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 

２０１８年 富士五湖クラブ  ４月ブリテン 第１６１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          

 

3 月のデータ 

会員数    １１名 

例会出席          ８名 

ゲスト             ４名 

例会出席率        ７３％        

ニコニコ BOX             ０円 

                     ０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   

    

     該当がありません。 

 

今月のアニバーサリー 

 

4 月 13 日 武藤敏彦＆五子夫妻 

       おめでとうございます 

 

 

 



2018 年 3 月第 1 例会 

 
日時；2018 年 3 月 9 日(金)午後 7 時～11 時 30

分 

場所；鳴沢 原別邸 

参加者；原 2、望月 2、後藤 2、佐藤小屋夫妻、

米長さん（甲府 21）、露木総主事 

 

今回は露木総主事の卓話ということもあり、

原さんの御好意で鳴沢別邸での食事付きの例

会となった。久々に佐藤小屋の夫妻も参加し

て下さいました。 

最初に打合せ事項の確認を行なった。 

第 8 回フライングディスク大会 

acco；パンフを ML に送付⇒会長からドット

コム、関係各位へ流す。 

5/12第3回評議会＆富士五湖 15周年記念祝会 

あずさ部評議会打合せに神谷書記が例会に来

る⇒3 月第 2 例会 3/23 に予定する。 

評議会は11:00から12:40で終わる予定とのこ

と、写真撮影時間・方法を検討する。 

魚吉会館⇒再試食会 4/7 昼、評議会会場使用料

10000 円。スライド不可、DVD 可⇒段取り済

み。 

評議会は畳の部屋で行なう、足の不自由な人

向けに椅子を周りに並べる。 

露木総主事の卓話；YMCA 新会館と事業方向

性について 

 
新生 YMCA の事業とキーワード LOVE、現状

の売り上げ種別図形、移転場所案、新築図面

案、建築スケジュール案、予算案、今後 10 年

の資金繰り表などを提示しながら、わかりや

すく説明された。 

山梨 YMCA は、ぶどうの木（デイサービス）、

学童・児童デイサービスと営業拡大できてい

るとの報告を頂き、現行では最良の計画と思

われた。山梨 YMCA の売り上げの推移などか

ら順調に売り上がっていて、今後に期待でき

るとの評価を得た。新しい YMCA 会館は、0

歳と 100 歳が同居できる施設となり、障害者

や外国人も集える地域市民支援ができる場所

を目指すとの事。これにより、県や市の支援

を得られやすい状況となる。神戸 YMCA のよ

うな高齢者入居施設の併設などの意見も出た。

甲府市との共同事業となれば、更に国からも

補助金が期待できる。10 年先の事業計画はで

きているので、更に 30 年先の事業計画にでき

たら良いとの意見もあった。 

露木さんからは、熊本地震の時の熊本県益城

町での熊本YMCAが実行した災害時避難所運

営やボランティア受入などの拠点化を目指し

たい。知育徳育体育の全人教育を進めたいと

の意気込みを聞いた。 

新しい候補地が520坪あり、駐車場を備えた、

地域拠点としての YMCA が望めるとの事。 

2020 年の新会館開設に向けて、山梨県、甲府

市や各種ボランティア団体やワイズメンズク

ラブ等との連携をしながら、進んでいく山梨

YMCA の未来は明るいですね。 

 
原さんお手製の特製サラダ、ビーフストロガ

ノフ、パスタを頂きながら、大吟醸、ビール、

ワイン、ノンアル飲料で乾杯しながら、楽し

い一時を過ごしました。 

原さんご夫妻へ、遅くまでありがとうござい

ました。感謝を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

 

4/6(金)4 月第 1 例会 

4/27(金)4 月第 2 例会 

4/28(土)第 8 回フライングデｲスク大会 

5/4(金)5 月第 1 例会 

5/12(土)第 3 回あずさ部評議会 

    ＆15 周年記念例会 

5/25(金)5 月第 2 例会 

6/2-3  第 21 回東日本区大会 

 

 

 

 

 



東京グリーンクラブ４５周年 

望月勉 

３月２１日、前日午後からの雨が、天気予報

通り未明から雪になり、朝９時出発時には、

１０ｃｍ以上の積雪と横殴りの吹雪で、１０

ｍ先が見えない程視界が悪い日でした。新宿

からＪＲで上野駅に。上野公園もかなり強い

雨で、桜の下での散策も出来ず、国立西洋美

術館を見学後昼食。午後１時半に会場のオー

ラムに到着しました。受付後、丸テーブルの

席に、原さん夫妻はすでに着席していました。

浅見会長の開会点鐘で開会。会長のあいさつ

では、５０周年行事をする予定でしたが、５

年後には主力メンバーが８０歳を超えるため、

５年早めて４５周年をする事にしたとのこと。

富士五湖とある意味同じだと感じました。２

名の新入会員の入会式後、江戸東京博物館小

澤弘氏の「城郭都市江戸と水辺の風景」と題

して、記念講演がありました。３００年前の

東京の風景が頭に浮かびました。３時１０分

から第３部記念祝会です。アトラクションと

して、江戸芸の「かっほれ」を１５人程の女

性が披露し、会場を盛り上げました。クラブ

紹介では、あずさ部で一番の出席人数でした。

食事はバイキングです。原さん夫妻の孫がバ

レーの発表会があるので、終了５分前に会場

を後にしました。新宿発２２：２０の予約を

２０：１０に変更。雪のため、２０分遅れて

河口湖駅。積雪は２５ｃｍを越えていました。

お疲れ様でした。 

 

2018 年 3 月第 2 例会 

 
日時；2018 年 3 月 23 日(金)午後 8 時～9 時

45 分 

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、三浦 

 

・5/12 第 3 回評議会＆富士五湖 15 周年記念例

会  会場；魚吉会館 

 再試食会をする＞ 4/7 （土）12:00 映像を

映す確認をする（望月確認） 

 当日のアトラクション＞ゲーム；三浦検討 

 プログラム進行について検討した。 

・EMC パンフ 富士五湖クラブの活動を中心

に作成する。富士山例会、区大会、例会、 

フライングディスク大会、DBC 締結の写真

などを入れて作成する。 

第 8 回フライングディスク大会の参加者へ

EMC パンフを作成して父兄や協力者へ配

る。 

・第 8 回フライングディスク大会 

施設へ案内書の発送：三浦 

お手伝い；神谷、長谷川（あ）、大野、 

須藤夫妻、健康科学大学生も確認中 

御殿場、甲府 21 も手伝いに来てくれる？ 

今回はお手伝いが少ない分をどうカバーし

ていくかが課題 

表彰メダルのイメージを変更したい（三浦）

⇒検討する（原） 

・東日本区大会〉沼津。参加者；原 2、望月 2、

後藤 2、三浦＞まとめて申し込む（acco） 

沼津ココチホテル＠6500 ツイン 4 部屋予

約済み。 

・西日本区大会 早割対応；来週振込予定。

宿泊パックは JR 東海ツアーズ申込み済み。 

定刻になり例会を終了した。 

 

富士ワイズメンズクラブ 

創立 30周年記念例会 
                                                                     

原 淑子 

3月 24日（土）富士市文化会館で行われた「富

士ワイズメンズクラブ創立 30 周年記念例会」 

に望月勉さん、喜代子さん、原二人で参加し

ました。お昼に、富士宮の望月さんが知って

いる 

お店で、富士宮やきそばを頂きました。お店

で頂くのは初めてでした。麺がモチモチして

いて、とても美味しかったです。会場に着く

と、サッカー少年が大勢いて、一緒に第 1 部

の記念講演を聞きました。講演者は、東海サ

ッカー協会会長・静岡県サッカー協会副会長

の髙田稔さんで、「サッカーこそ我が師」。サ

ッカーに打ち込んで来られた人生のお話でし

た。 

第２部で記念式典。富士市町、熱海 YMCA理事

長から祝辞を頂き、紋付袴姿の漆原会長の会

長挨拶では、30 周年の重みとこれからも躍進

して行く富士クラブの思いが伝わりました。 

第３部懇親会は、栗本東日本区理事の祝辞、

鏡開き（樫村メン寄贈）、熱海グローリー勝又

会長の乾杯と続き、美味しく、沢山の食事、

鏡開きの美味しい日本酒やワインも頂きまし

た。京都エイブルクラブのメンバーの皆さん

と一緒のテーブルだったので、洛中クラブと

の DBC 締結の話しや、京都の話しで交流が出

来ました。終了後、富士吉田に戻り、いつも

のサイゼリアで夜食を取り、解散しました。

お疲れ様でした。喜代子さん、運転有り難う

御座いました。 



4 月 28 日に行われる「障がい者フライングデｲスク大会 in 郡内」のお手伝いをまだまだ 

募集しています。デスク拾い隊、誘導隊をお願いできる方はご連絡お待ちしています。 

 

 

「第 8 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 8 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；2018 年 4 月 28 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「山梨ＹＭＣＡだより」と「あれやこれや」は都合によりお休みします。 
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