
 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

７月 キックオフ例会 

2019 年 7 月 12 日(金)PM8 時～ 

於：ふれあいセンター 

開会点鐘         後藤直前会長          

ワイズソング＆ワイズの信条 

会長バッジ引継ぎ 

新会長あいさつ      喜代子会長 

議事 

ニコニコスピーチ 

ＹＭＣＡのうた 

閉会点鐘         喜代子会長 

              

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 

２０１９年 富士五湖クラブ  ７月ブリテン 第１７６号 

国 際 会 長 ：Jennifer Jones(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 

「Yes、we can change」 

アジア太平洋会長：田中博之 （日本） 

「アクション」 

東日本区理事：山田敏明（十勝） 

「勇気ある改革、愛ある行動！ 」 

あずさ部長：赤羽美栄子(松本) 

「あなたの入会時の“ときめき”と多くの経験をワイズのために！」 

  

富士五湖クラブ会長：望月喜代子 

  『楽しみながら一歩一歩』 

会長 望月喜代子 

副会長 後藤昭子 

副会長 原 俊彦 

書記 後藤明久 

会計 武藤五子 

会計 望月 勉 

直前会長 後藤明久          

 

 

6 月のデータ 

会員数     １１名 

例会出席            ８名 

ゲスト               1 名 

ｺﾒｯﾄ               １名 

例会出席率    ７３％        

ニコニコ BOX          ０ 円 

累計              ０ 円 

 

2019‐2020 年度 

 活動方針 

 

『楽しみながら 

    一歩一歩』 

望月喜代子 

 

富士五湖クラブ会長 望月喜代子 

 

２回目の会長ということで、活動方針というこ

とですが、いつも通り平常心で当然ですが、出

席第一をモットーに１年間会長を務めさせて

いただきます。少ない会員ですので皆様全員の

協力をお願いします。富士五湖クラブの代名詞

となっている富士山例会、そして障がい者フラ

イングディスク大会は特に力を入れていきた

いと思っています。ＥＭＣ会員増強も、なんと

か１５名の会員を目標にしていきたいと思っ

ています。１６年間ワイズ活動をしてきました

が、まだまだ分からないことばかりですのでよ

ろしくお願いします。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２２回東日本区大会 

                                       

原俊彦 

6月１日、2日の 2日間に亘って第 22回東日本

区大会が代々木オリンピック記念青少年セン

ターで開催されました。大会のホストクラブは

東京サンライズ。オープニングに先立ち「チー

ムトワルアイ」によるバトン演技があり、13時

00より恒例のバナーセレモニーで大会がスタ

ートしました。 

 

司会は長津絹子・大谷博愛のベテラン同士、宮

内理事の開会点鐘、聖書朗読、ワイズソングに

続いて神崎同盟総主事をはじめにご来賓の挨

拶がありました。オープニングの最後はメモリ

アルアワー、山手クラブの奈良信さんを始め多

くの親しい方々との懐かしい思い出がが蘇り

毎年の事ではありますが少し落ち込む時間で

もありました。続いて東日本区アワーがあり、

理事報告、代議員報告 そして部長報告があり

ました。しかし、あずさ広瀬部長は欠席、映像

による報告でしたがその中身は各々のクラブ

の活動報告は一切無し、部長の自論を述べたに

過ぎずこれが一年間の活動報告？・・・違和感

を感じたのは私だけでしょうか？記念講演は

「もう一つのヒロシマ、灯籠流し」と言う原爆

で亡くなった 12名の米兵捕虜の遺族探しに一

生を掛けた森重昭氏のドキュメンタリー映像

が中心。平和への悲痛な訴えが伝わって来まし

た。晩餐会での食事は登録費の安さに加え、青

少年施設であるオリセン御用達の当初予想し

た通りの内容でした。ただ、折角の全国レベル

の大会なのに、同じテーブルは何時も顔を合わ

せている馴染みのメンバー言うのは何ともも

ったない思いがしました。 

2日目の東日本区アワーでは冒頭、清水ワイズ

の東北大震災の復興状況に付いての報告に続

き事業主任報告、表彰がありましたが、富士五

湖クラブは舞台に呼ばれる事もなく終始大人

しく 静観。恒例の 理事・役員引き継ぎ式では

宮内理事の一年間の労をねぎらうと共に久し

振りに北海道から元気溢れる十勝山田ワイズの

登場で、次年度は若さと行動力に大いなる期待を

しています。 

 

山梨ＹＭＣＡチャリテイラン 

望月勉 

６月８日、甲府小瀬競技場サブグラウンドで、山

梨ＹＭＣＡチャリティーランが行われました。 

前日の大雨から一転、晴天の天気に恵まれました。

５１チームの参加があり、賑やかな大会となりま

した。当日はＪ２ヴァンフォーレ甲府の試合も隣

のグラウンドであり、小瀬は大変な賑わいでした。

９時開会式、チャリティーラン、表彰式、お楽し

み抽選会、１１時半には全てが終了しました。こ

れだけ沢山の人が集まり、準備も大変な大会が２

時間半で終了するのも短い感じがしました。富士

五湖クラブからは後藤夫妻、望月２名、計４名参

加しました。 

今月のハッピーバースデー  

 

７月１８日 後藤明久さん  

７月３０日 望月 勉さん 

おめでとうございます。 

 アニバーサリーはが該当がありません 

 

 

 

 

 



 

 

 

６月第１例会報告 

 

2019年 6月 14日(金)ＰＭ8時～ 

於：富士吉田市民ふれあいセンター 

参加者：後藤 2、望月 2、原 2、武藤＋まき 

後藤会長が元地域組長の旅行のため東日本 

大会に参加できず喜代子次期会長にバナー 

セレモニーに出ていただいたお礼のあいさつ 

からの第 1例会の開会。 

望月夫妻、原夫妻より東日本区大会の様子が 

話された。富士五湖はすべての献金をクリア 

しているが舞台に出るほどの表彰の対象に 

ならないことが残念だ。また当日のお手伝い 

を頼まれていたので頑張って 10時に到着す 

ように会場に行ったが望月夫妻が到着した 

頃には何もすることがなかったのが残念。 

もう少し計画的に担当割をして欲しかった。 

などなどの意見があった。 

・今年の移動例会は伊東ではなく茨木方面に 

旅行幹事は茅野メン須藤メンにお願いする。 

・7/13 あずさ部評議会について 

登録費\1000 懇親会\3000 

参加予定者：望月(喜)、後藤 2、原 2 

・7/19からのアジア大会は原夫妻でブースを 

すことにした。望月 2、後藤 2は仕事のため 

参加できない。 

議事の後は近況報告を兼ねて会員の 1分間ス 

ピーチを行った。 

 

第 22 回西日本区大会に参加して  

       後藤明久 

2019 年 6 月 22-23 日（土日）に京都で開催され

ました。後藤 2 で朝 6 時出発、新富士駅より新幹

線で京都入りしました。久しぶりの京都は暑かっ

たです！電子化ペーパーレスで、パンフもなく手

ぶらでした。大会新聞がパンフ代わりですかね～

無ければ無いでいられるので東日本区でも一考

に値しますね。大会自体の流れは、東日本区と大

して変わらない感じでしたが、映像・音響を駆使

したり、各部部長や役員がワイズのステータスを

感じるような演出と派手さがありました。これは

見習いたいです。ワイズの素晴らしさを広めたい、

自覚したいですね。 

懇親会は別会場で、送迎バスもありましたが、京

都プリンスの岡西さん、宝塚の福家（ふけ）さん

と一緒に京都ぶらりをしました。会場は南禅寺そ

ばのウェスチン都ホテルでした。アジア大会と同

じ場所だったので久しぶりでした。760 名を超え

る宴会はすごかったです。私たちの席は、京都洛

中の面々と同席でした。DBC 交流を意識して、

大会事務局の配慮だったようです。昨年の京都洛

中 30 周年・富士五湖 15 周年の記念例会以来でし

たので、より一層盛り上がりました。京都限定サ

ントリービール、日本酒、ワイン、ハイボール、

焼酎となんでもありました。私は、冷えたビール 

とワインをいっぱい？頂きました。料理は相変わ

らずのコース料理で、おいしかったです。特にパ

ン、スープ、ステーキは良かった。パンのおかわ

りし、飲み物のおかわりを繰り返しながら楽しい

一時を過ごしました。 

アトラクションはあまりなく、懇親交流して下さ



いとのことでした。ピアノ演奏などでダンスをし 

たり、アピールはありました。 

 

3 次会は京都プリンスの面々に連れられて祇園へ

繰り出しました。人数が多く、場所探しに苦労し

て、やっと『利光』という所に落ち着きました。

プリンスの岡西さん、飯尾さん、蒔田さん、三村

さん、名古屋の川本さん、渡辺さん、下村さん、

や大阪土佐掘の丹吾さん、神戸の中道京子メネッ

ト、神戸ポートの大野勉さん達と再度盛り上がり

ました。『いちげんさん』は、幕末の新鮮組や志

士たちから身を守るために紹介制になったとい

う由来も聞き、祇園独自の慣習を少し理解しまし

た。また次の機会が楽しみです。 

翌日の区大会は、表彰が主でした。京都洛中クラ

ブは TOF 優秀賞でした。一点集中との事です。

最優秀クラブ賞は京都トップスクラブでした。毎

週のようにイベントを行い、報告書を提出して来

たとの事でした。Y サ・ユースは京都ウイング、

地域奉仕・環境事業は京都キャピタル、EMC 最

優秀賞は名古屋東海クラブ（5 名）、BF 最優秀賞

に和歌山クラブ、ブリテン最優秀賞に熊本クラブ

などがありました。面白いのは、大会特別支援賞

でホストの京都ツゥービー、特別賞 おしどり賞

に大阪河内の丸尾夫妻、特別賞 獅子奮迅賞に京

都プリンスの岡西さんが選ばれました。なかなか

ユニークですが的を得ていると評判でした。 

最後は、神戸ポートの大野ワイズ司式で理事引継

式や役員交代式を行い、次は仙台のアジア大会、

来年の琵琶湖大会です。理事の閉会点鐘で第 22

回西日本区大会が終了となりました。エンディン

グに大会事務局がオリジナル曲に合わせて、いろ

んな参加協力者でギターや太鼓、タンバリンなど

で歌う姿や、懇親会などの様子を織り交ぜた、楽

しい映像が流されました。富士五湖と洛中の懇親

会時の写真も流れました。 

午前中で終わりましたので、アッコさんが頼んで

いた、洛中の大野さんの工房見学に行くことにな

り、大野さん、山中さんと一緒に向かいました。

まずは腹ごしらえということで、お勧めのふわふ

わ錦糸卵で覆われた具だくさんの『ちらしずし』

をごちそうになりました。ビールを頂きながらの

一品で大満足でした。 

その後、大野さんの工房で伊勢型紙で作業する方

法を教えてもらい、現物を見ました。気の遠くな

るような繊細な作業に驚きしかありませんでし

た。現在の小紋は、ほとんどがプリントになって

いて、大野さんのような手刷りは、3 パーセント

程度との事でした。伝統工芸士であり、名工とし

て技術を次の世代につなげる努力と難しさを感

じました。ビデオだけでは継承できない、風合い

や粋などの日本人の忘れゆく世界の一端を見た

思いでした。 

3 日目は、1 ヶ所だけ観光しようと話して、穴場

的にすいていると云う東福寺にしました。東福寺

は京都で唯一という、四方に庭園が配置されてい

る方丈（僧侶の修行の場）があり、ゆったりと枯

山水の庭園を鑑賞しました。近くの雪舟庭園も見

て、京都の伝統やわびさびを味わいました。 

楽しい楽しい 3 日間の京都旅行が終了しました 

楽しい時間をありがとうございました。 

 

 

 



6 月第 2 例会報告 

 

2019 年 6 月 28 日(金) 

於：富士吉田市民ふれあいセンター 

参加者：後藤 2、原 2、望月(喜)、武藤＋まきちゃ

ん、三浦、福田 

2018‐2019 年度定期総会 

後藤会長より事業報告がなされた。 

理事主題『成せば なる』から会長主題『さらに

進める 私たちはできる』としました。恒例行事

のみでしたが、ユースボランティアや会員友人の

参加を得て、CS活動のみならず、ユース活動、EMC

活動へと広がって行く予感のする年度となりま

した。次年度の活動の広がりが楽しみです。富士

五湖クラブのメンバーは、少ないながらも全員参

加型の、密の濃い活動でした。 

恒例イベントは、納涼例会に始まり、第 16 回富

士山例会、伊東移動例会、山梨 YMCA バザー、

新年例会、第 9 回フライングディスク大会、山梨

YMCA チャリティランなどへ、主催事業を含め、

多くの会員が参加協力しました。 

その他、東西日本区大会、あずさ部評議会、部会

と充実した一年でした。 

荒天による日程変更、内容変更などもありました。

次年度はフライングディスク大会が第 15 回の記

念年でもあり、より内容の濃い事業にして行きた

いと思います。 

 

次に委員会別事業報告がなされ、武藤会計より 

会計決算報告がなされ承認された。 

新役員選出がなされ承認後、新会長の喜代子メ 

よりあいさつと活動方針が話された。 

〈役員構成〉 

会 長 望月喜代子 

副会長 後藤昭子 

副会長 原 俊彦 

書 記 後藤明久 

会 計 望月 勉 

会 計 武藤五子 

担当主事 福田奈里子 

ＣＳ  三浦洋美・武藤五子・須藤 繁 

Ｙサ  茅野信雄・三浦洋美 

BF/TOF  小池亦彦 

EMC   望月 勉・小池亦彦 

DBC/IBC 原 俊彦 

ブリテン 原 淑子・後藤昭子 

広 報  後藤昭子 

富士山例会 後藤明久・望月喜代子 

ファンド 三浦洋美・原 俊彦 

 

次に行事予定案審議、委員会別事業計画案審議 

予算案審議がなされ承認された。 

滞りなく議事が進められ時間内で終了。 

福田さんの歓迎会を兼ねて二次会はいつもの 

サイゼリアで懇親を深めた。 

 

♪ 新年度抱負 ♪ 

 

原俊彦 

心も体も元気、まだまだと思っていますが役所か

らの書類は今年から全て「後期高齢者」扱い・・・

でも幸いワイズでは余り年寄り扱いされないの

で今年もクラブメンバーの一人として、例会はも

ちろん全ての行事にフル参加できるよう健康第

一に頑張って行きます。 

 

三浦 洋美 

今年度も CS（コミュニティ地奉仕）とクッキーフ

ァンドの委員長をを務めさせていただくことに

なりました。 

障害者フライングディスク大会を行うようにな

り今年度は記念すべき 10回目となります。 

参加する皆様の記念に残るような企画ができる

と良いかなと思っています。 

ファンドにおいては山梨 YMCA のバザーに協力で

きるようにしていきたいと思っています。 



メンバー同士のコミュニケーションを大切にし

てこの一年楽しく、明るく、逞しく頑張って行き

たいと思います。 

 

望月勉 

目標とするのは、富士五湖クラブを１５人のスタ

ンディングクラブになんとかしたいと思います。

富士山例会、移動例会、フライングディスク大会

は他クラブにも認知されているので、普段の例会

も楽しい例会に出来たらと思います。 

 

武藤五子 

また、新しい年度のはじまりです。 

参加できる行事を増やし自分自身の視野を広げ

たいと思います。 

今年度もふつつかな会計ですがよろしくお願い

いたします。 

 

須藤繁 

私のできることは、皆さんがワイズの様々な行事

や交わりを通じて、人生の醍醐味を十分味わい尽

くされることを、遠い地からひたすら祈ることで

す。私もフライイングデイスク大会や、旅行を通

じて、その一端に触れたいと願っております。 

                                   

原 淑子 

今年度の抱負も「新メンバーを増やそう」です。

そう簡単には実現出来ないのですが、 

自分の年令を考えると切実に思います。今年も

色々なプログラムに参加して楽しみます。 

後藤明久 

2 度目の会長が終わりました。十分な活動が出来

たかは疑問もあります。新年度は、昨年度の続き、

交流をキーワードに、ワイズメン、友人、ユース

との共同などを広めて、EMCも意識した楽しい活

動を進めていきたいです。宜しくお願い致します。 

茅野信雄 

筑波に行ってから、なかなか例会に参加出来ませ

ん。裏方だけでも頑張りたいと思います。 

 

福田奈里子 

本年度より富士五湖ワイズの担当主事となりま

した、福田奈里子と申します。富士講、機織り、

吉田のうどん…富士北麓エリアは山梨の中でも

興味深い文化の宝庫で、大好きな場所です。その

地域のワイズメンズクラブの担当になれて、とて

も嬉しく思っています。会員数の３倍くらいのエ

ネルギーを感じる例会は、笑顔と笑い声に溢れて

いて、YMCA も頑張らなければ！と大いに元気づ

けられています。これからどうぞよろしくお願い

いたします。                     

 

後藤昭子 

ワイズ新年度始まりました！毎月毎月、ブリテン

編集に追われて 17 年目に突入です。キックオフ

例会に間に合わせようと今日も真剣！集中！ 

…てなわけで今年もブリテン発行に頑張ります 

ますます楽しい出会いふれあい活動ができるこ

とを願って！ 

 

 

 

 

 

あれやこれや順番 

2019/7 武藤五子 2020/1 茅野信雄 

2019/8 三浦洋美 2020/2 後藤明久 

2019/9 原 淑子 2020/3 望月 勉 

2019/10 原 俊彦 2020/4 須藤 繁 

2019/11 後藤昭子 2020/5 福田奈里子 

2019/12 望月喜代子 2020/6 小池亦彦 

 

 

 



あれやこれや 

武藤五子 

 

子供の頃は 7月は夏休みやお盆などを楽しみにし

ていたのに、今では夏をどうすれば元気に乗り越

えられるかな？と思うようになりました。 

最近の夏は子供の頃の夏に比べ富士五湖でも気

温が高く、我が家も先日エアコンを取り付けまし

た。 

爽やかな夏であってほしいと願いつつ、富士山の

山小屋と家の前の蛍の明かりを楽しみに、マキと

散歩する季節がもうすぐです。 

今年も元気に夏を楽しみます。 

 

 

≪山梨 YMCA だより≫  

＜ 6月の２大イベントが無事終了しました＞ 

                                  

露木 淳司 

第 22回山梨 YMCAインターナショナル・チャリ

ティーランが 6 月 8 日（土）、小瀬スポーツ公園

の補助競技場にて開催されました。今年も奇跡的

な晴天に恵まれて、ワイズメンの皆様の献身的な

ご奉仕を賜り、盛会のうちに幕を閉じました。こ

こに心より感謝申し上げます。13日（木）には反

省会も行われ、早くも来年に向けてたくさんのご

意見やアイディアを賜りました。ありがとうござ

いました。 

6 月 22 日（土）には山梨 YMCA 現会館での最後

の総会が開催されました。会員の皆様に多数お集

まりいただき、2018 年度の事業報告、会計報告、

及び 2019 年度の事業計画・予算が承認されまし

た。昨年度一年間で児童発達支援事業が大きく成

長し、南西望みの家に加えて、田富恵みの家とい

う拠点も与えられました。これにより従来の基幹

事業である英語学校、野外活動、ぶどうの木、プ

ライムタイムをすべて超えて、現在最も大きな予

算規模を有する主要な事業となっています。この

5本の柱に支えられて山梨YMCAの収入総額はいよ

いよ 1億円を超えることとなり、2019年度の予算

ではさらに 5千万円の増額を見込んでいます。こ

れは児童発達支援事業がこの 4月から 3拠点フル

稼働になったことに加えて、プライムタイム（学

童保育）の甲府市からの委託が 1拠点追加された

ことによるものです。 

今後、新会館オープンと同時に小規模保育所や

第２のぶどうの木が誕生します。さらなる急成長

を続ける YMCA ですが、同時に運営体制や設備、

プログラムの質の整備も急がれます。引き続き皆

様からのご協力ご指導のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 

 

先日、燃えるような真っ赤な夕焼けを見たよ 

とってもきれいだったよ 

富士五湖クラブ 2019 年も燃えろワイズ！ 

燃えろ富士五湖！ 

笑顔で楽しく活きましょう！！ acco 

 


