
 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 納涼例会 

 

2019 年 8 月 3 日(土)PM5 時～ 

於：原メン別荘 

会長あいさつ         喜代子会長  

諸報告 

 

BBQ 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 

２０１９年 富士五湖クラブ  ８月ブリテン 第１７７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』 

7 月のデータ 

会員数     １１名 

例会出席            ７名 

担当主事            1 名 

ｺﾒｯﾄ               １名 

例会出席率    ６４％        

ニコニコ BOX          ０ 円 

累計              ０ 円 

 

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          

 

 

 忍野からの夏富士と… 

 

          福田主事の歓迎会の巻 

 



2019 年 7 月キックオフ例会 

 

日時；2019 年 7 月 12 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（喜）、後藤 2、三浦、武

藤＋まきちゃん 

新年度最初の例会、後藤前会長より会長バッ

ジを引き継いだ望月喜代子新会長より、毎年

のことですが、忙しい始まりですが、楽しみ

ながら、頑張って行こうとの挨拶で始まりま

した。 

 

 

 

7/13（土）第 1 回あずさ部評議会；望月（喜）、

後藤 2、原 2。懇親会は望月（喜）、原 2、三

浦。13:00 登録開始。望月宅 9:50 集合。岡島

ローヤル会館 8F。甲府 21 ホスト。 

富士山例会のチラシを配布する＞部長公式訪

問を入れる。 

8/3（土）納涼例会；原別邸でバーベキュー例

会。会費 1500 円、ゲスト同額。 

原 2＋3、後藤 2、武藤＋マキちゃん、三浦＋

健大生など？約 11 名参加予定。 

後藤；肉、ｳｲﾝﾅｰ、飲み物、テント、電気。原；

野菜、焼そば、カップ、皿、台。望月：ガス

台一式。 

第 17 回富士山例会について；2019/09/28-29

（土日）評議会でパンフレット配布、Y’s.com

流す。オプショナルツアー；最初に戻る案も

ある、移動を考えて決める。バスは山梨YMCA

に依頼する。 

つくば移動例会 11/23-24（土日）茅野さんに

段取り依頼する。 

（原）富士五湖クラブの青ベスト；真ん中に

A6 サイズのマーク印刷 

原夫妻：アジア大会でファンド販売する 

ロースター広告代集金；原 10000 円、望月

10000 円 

議事中心で終了し、夏の忙しい毎日が始まりま

す、皆さまご自愛ください。お疲れ様でした。 

 

 

2019 年 第 1 回あずさ部評議会 

望月喜代子 

２０１９－２０２０年度、第１回あずさ部こ

うふ開府５００年評議会が、７月１３日（土） 

１３：３０から１７：３０、岡島ローヤル会

館８階ローヤルルームで行われました。 

富士五湖クラブからは、原車と後藤車２台で

１０時に出発し、岡島の駐車場に車を停め１

３時過ぎ登録。１３時３０分、赤羽美栄子部

長の開会点鐘で始まりました。甲府２１クラ

ブ会長萩野さんの歓迎挨拶、甲府市長祝辞が

ありました。評議会が始まり、部長の赤羽さ

んの挨拶。初めての部長で慣れない事などの

話でした。 



 

 

議案審議  

第一号 ２０１８－２０１９年度会計決算案 

第２号 ２０１９－２０２０年度会計予算案 

が承認されました。 

主査活動方針、クラブ会長活動方針、私は緊

張しながら富士山例会、障がい者フライング

ディスク大会の事を発表しました。あずさ部

エクステンション委員会報告、閉会式、監事

講評、あずさ部の歌、ＹＭＣＡの歌で閉会点

鐘。記念撮影の後、後藤夫妻はここで帰りま

した。懇親会から三浦洋美さんも参加。次期

部長の御園生好子さんの乾杯で始まり、しば

し食事を楽しみながらみなさんと話をする事

が出来ました。赤羽部長が役員みなさんにお

酌に回っていました。アピールタイムには富

士山例会の参加をお願いしました。部長の閉

会の言葉で終了。三浦さんは自車で、私は原

さんの車で、吉田にマロンを連れに行き、夕

食を食べ９時に自宅に着きました。参加者の

皆様お疲れ様でした。 

 

 

 

第 28 回太平洋地域アジア大会に参加 

                                 

原俊彦 

７月 19日(金)〜21日(日)仙台国際センター

に世界 11カ国 811名が集い、アジア太平洋地

域大会が開催されました。 

 

大会のテーマは「ACTION!  前に進もう」で東

日本大地震の「復興、防災」に付いて学ぶと

共に「ワイズメン、メネットとの交流」を図

る絶好の機会でもありました。ただ今回は「富

士五湖ファンド」の出店を申し込んでいた為、

13時の開会式前に会場入りすべく何時もより

早めに出た筈が、小田急線の大幅遅れで予定

の新幹線を見送る羽目に・・・出だしから散々

な目に会いました。 

指定されたテーブル一杯に商品を並べ販売開

始、今回は貝殻へのプリントを中心に制作を

しましたが、珍しい事もあり初日は可なり好

評でした。13時の開会に先立ち地元の高校生

らによる爽やかな合唱があり、続いてそれぞ

れのアジア地域のシンボル旗の入場で会場は

一気に国際色一色となりました。当クラブか

らは我々2人だけの参加の為、店を空けられず

初日のプログラムには殆ど参加出来ませんで

した。 

2日目は「東日本大地震復興」を掲げた今大会

のメインとなるナショナルツアー、我々は海

岸コース(仙台市内、荒浜、岩沼)を選択しま

したが、最も印象的だったのが荒浜小学校の

教室の窓から見える「全てを奪われた見渡す

限りの草原」に釘付けになりました。 



 

大会初日の IPAPナイトでは、地元出身の佐藤

宗幸さん熱唱のミニコンサートに続き、久し

ぶりの浴衣姿でにわか覚えの「仙台すずめ踊

り」で舞台に立ち、2日目の APナイトでは、

東日本区参加者全員で「花は咲く」を大合唱

し会場を大いに盛り上げました。 

 

3日目の最終日もお店は開きましたが、販売会

場に入ってくる人は疎らで余り手応えはあり

ませんでしたので早々に店を閉め、仙台駅前

のレストランで開催された京都洛中さんと台

湾大橋クラブとの IBC、DBC交流会に参加しま

した。参加者は 3クラブ合計で 17名ほどでし 

 

 

たが、台湾からのお土産攻勢には何時もの事

ながら驚かされました。 

「あれや これや」 

                                                                      

三浦洋美 

昨年、一昨年と夏に障害のある娘と奄美大島

に心許せるヨット仲間たちと遊びに行ってい

ましたが、今年は８月 3 日に三重でハンザヨ

ット大会が行われるので三重に行くことにし

ました。私達親子はレースには参加しません

が、応援船の船に乗せて頂いて海を満喫致し

ます。２日（金）にマイカーで三重に向かい

ナガシマスパーランドのプールで遊んだあと、

三重のお友達の家に宿泊（大宴会）。3日は船

の上、夜には交流会（また酒）、４日は伊勢

志摩スカイライン朝熊山頂にある天空のポス

トから大切な後輩にバースデイカードを出そ

うと計画中。 

「恋人の聖地」と言われているので、素敵な

人と出会って欲しいので願いを込めて投函し

ます。 

ブリテンが発行されるときには、帰ってきて

いるのでお土産話を機会があったら書きます。 

年度初めに「あれやこれや】担当でさいさき

良いなぁ〜 
今月のハﾂピーバースデー＆アニバーサリー

は該当がありません。 



〈山梨 YMCAだより〉 

       ＜活気みなぎる YMCAの夏＞ 

                         山梨 YMCA総主事 露木淳司 

この夏、YMCAの学童保育の登録者は、夏季限定のメンバーを加えて、130名に達しました。今年

で最後の夏休みとなる現会館は、すべてのフロア、すべての教室が子供たちであふれ返り、まるで

壊さないでくれと最後の悲鳴を上げているようです。早い子は朝 8時前から集まり始め、夜は 7時

過ぎまで親を待つ子供の姿があります。 

 

プログラムも、マイクロバスを使って科学館や博物館に出かけたり、流しそうめんやすいか割り、

夏祭りを楽しんだり、平和や異文化についての学びがあったり、と盛りだくさん。ひと夏の思い出

をたくさん作って、何とか無事に終了してほしいと願うばかりです。 

わいわい地球塾とサマーキャンプも順調に数をこなし始め、毎日、山へ川へ町へと県内外の自然

環境や施設に繰り出しています。特に熱海の海上アスレチックは大人気で 2 回で 80 名のメンバー

が参加します。 

そして、やはりこの春から急増した発達障がい児を対象とするきらきら教室のメンバーが、総勢

60名加わります。下石田の南西教室と中央市のりんごの木と共に、毎日熱気を帯びています。この

数年で子供の数は確実に増加しました。おかげで桃やプラムなど、果物のお裾分けも増えた気がし

ます。この勢いを絶やすことなく、来春からは新会館に移り、今度は乳児から超高齢者、そして留

学生や外国籍市民に囲まれながら、FOR ALL の環境の中で子供たちが育つ地域共生社会の実現へと

突き進みます。 

 

これからの予定 

8 月 3 日 納涼例会 17 時～原さん別荘 

8 月 23 日 8 月第 2 例会 20 時～ふれあいセンター 

9 月 6 日 9 月第 1 例会 20 時～ふれあいセンター 

9 月 27 日 富士山例会買い物 20 時～ふれあいセンター 

9 月 28 日～29 日 第 17 回富士山例会 富士山 5 合目佐藤小屋 

 


