
 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月のデータ 

会員数     １１名 

例会出席           ９名 

ゲスト              ５名 

例会出席率    ９１％        

ニコニコ BOX          ９３００円 

         累計     ９３００円 

 

 

 

 

      新年例会集合 

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 

２０２０年 富士五湖クラブ  ２月ブリテン 第１８４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』 

 ２月例会  

2020年 2月 14日 PM8時～ 

     於：ふれあいセンター 

第 1部 例会 

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、YMCAのうた 

６、閉会点鐘           

 

 

 

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          

 

 

今月のハッピーバースデー 

11日 小池亦彦メン 

28日 茅野信雄メン 

      

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。 

 

 

 



2020 年 新年例会 

2020年 1月 11日（土）～12日（日） 

於：石和温泉常盤ホテル 

参加者：望月夫妻、原夫妻、後藤夫妻、 

三浦、武藤、茅野  

甲府クラブ：標会長夫妻、小倉夫妻 

甲府 21クラブ：荻野会長、寺田さん       

富士五湖クラブ初の峠を越えての新年宿泊

例会でした。例年は郡内で行われるものです

が河口湖周辺がインバウンド需要で混んでい

るので、思い切って峠を越えてみようとなり

ました。当初は健康ランドなどを想定してい

ましたが、甲府クラブの標さんより紹介を受

けて、石和常盤ホテルで開催することにな

り、集合時間を考えて、土曜日開催としまし

た。甲府クラブ、甲府 21クラブよりの参加も

得て、盛大に開催しました。各自石和常盤ホ

テルに集合して、まずはおチャ会でゆった

り。お風呂に入り、6時から新年例会を開始、

富士五湖クラブバナーを飾り、望月喜代子会

長の開会点鐘、ワイズソング＆ワイズの信

条、喜代子会長の挨拶、甲府クラブ標会長の

挨拶、甲府 21クラブの寺田さん挨拶を頂き、

甲府クラブの山梨 YMCA新館での評議会案内、

甲府 21クラブの周年例会などの案内がありま

した。次期会長のアッコさんから今日明日の

オリエンテーションがあり、YMCAの歌を歌

い、喜代子会長の閉会点鐘で例会終了、場所

を移して宴会開始です。 

 

 

 

 

 

 

 

新年宴会はいつものくじ引きで着席、いつも

と違う隣同士で談笑しました。一時間ほどし

て、茅野さん、三浦さん司会で、ビンゴ大会

です。各自が持ち寄った景品を頂くのです

が、リーチばかりでなかなか、ビンゴ出ず、

ほぼ穴が開いたところでやっとビンゴでし

た！おいしい料理も平らげて、宴会終了、大

盛り上がりのまま、会場を移して、ホテル内

のカラオケスナックに移動、相変わらずのの

どを皆で披露しあいました。いっぱい歌って

飲んで飲んでお疲れさまでした。最後には、

有志が男子部屋でワイズ談議に花を咲かせた

ようです。楽しかったです！ありがとうござ

いました。 

新年例会感想      

武藤五子 

富士五湖の恒例の新年会が、例年ですと河口

湖湖畔のホテルで開催されるのですが、今年 

は石和常磐ホテルで開催されました。 

標木さんのご紹介の常磐ホテルは、お部屋も

広々と使わせていただき、富士五湖のメンバ 

ーだけでなく標木さん夫妻をはじめゲストの

皆さんとの恒例のビンゴやカラオケを楽しみ

あっという間に時間が過ぎていきました。ワ

イズの新年会に参加しないと一年が始まらな

い気がしました。 

ありがとうございました。 

 

♪ニコニコ♪ 

 

新年例会が石和の素敵なホテルで出来、今年

も楽しく過ごせそうです。よろしくお願いし

ます。 

 

今日は久しぶりに楽しかったです。今年は一

緒に活動できたら良いです。 

 

今年もまた、元気で楽しい新年会を迎えられ

て最高のお正月です。原 

 

楽しいクラブに賛歌 

 

楽しませていただきました。有難うございま

した。富士五湖クラブ、今年も盛会を祈念し

ます。 

小倉 

 
 



楽しい会をありがとう！ 来年も石和でお願いします。 

初めての石和、楽しかったです。 

また来年、石和で        望月 

 

石和での新年例会楽しいです。 

温泉も最高！！         茅野 

 

良き友と 良き酒を！！     

 

楽しくリフレッシュできた時間をありがとう

ございました。           香苗 

 

楽しい新年会で良かったです。   喜代子 

 

私のホームクラブ 

楽しい時をありがとうございます。 

 

今年の新年例会は標さんのおかげで楽しい会

になりました。ありがとうございました。 

今年も楽しい年になりそうです。   淑子 

 

たまには場所を変えての新年例会 

大変盛り上がって楽しかったです。 

皆さま、よき 1年にしましょう！   acco 

 

 

2020 年 1月第２例会 
 

2020年 1月 24日（金）午後 8時から 9 

参加者；望月２、原 2、後藤２、三浦、武藤＋

マキちゃん 

喜代子会長より、新宴会も楽しく終わってよ

かったです。今後ともよろしくと挨拶し、開

会。 

新年例会；荻野さん、標さん、小倉さん、望

月さんより差し入れ頂きました。ありがとう

ございます。 

ニコニコ 9300円。 

CSの補助金申請について；大和田 CS主事より

TELあり、長野クラブ事業に出したいので 

7万円申請だが 5万円で了承してほしいとの事

＞長野クラブの CS補助事業が正当なら 

OK。問題あるなら CS基金を減額して災害基金

として長野クラブに配分するとか、評議会 

参加者に献金募ったほうが効果的と話し合い

ました。＞原さんが大和田さんに TELする。 

2/8（土）あずさ部評議会；望月 2、原 2 

3月の卓話について；3/13（金）塚野さんに依

頼＞三浦（題名、プロフィール） 

松本クラブ文旦ファンド＞望月発注 16箱＞

3800円/箱＞到着次第配分する。 

3/7-8（土日）会長研修会；acco次期会長、喜

代子次期主査 

4/25（土）第 10回フライングディスク大会＞

記念の大会にするようにしたい。 

10/31-11/1第 26回日本自閉症協会全国大会の

協賛依頼＞各企業、個人宛（三浦） 

次期役員選出の件 

会長；後藤昭子、副会長；望月勉、原俊彦。

書記；後藤明久。会計；望月喜代子、武藤五

子。 

定刻になり、例会終了となり、時間の許す

方々 

は恒例のサイゼで懇親した。お疲れ様でし

た。 

 

 

 

《山梨 YMCAだより》 

 

雪の降らなくなったスキー場～YMCA キャン

プが子どもたちに伝えること 

露木淳司 

毎年恒例の冬休みスキーキャンプ。今回は長

野県の戸隠に行く予定でした。なかなか寒くな

らない 12月も 20日過ぎになって、いまだにゲ

レンデには全く雪がないとのこと。このままで

は戸隠ではスキーができない。急遽場所を変更

することを決断。意外にも甲府から一時間以内

で行ける八ヶ岳山麓の富士見高原が選ばれま

した。期間中には本物の雪も降って何とか事な

きを得ました。年々雪不足の傾向が強まってい

ることは感じていましたが、ここまでひどかっ

たのは過去に例を見ないことです。甲府の街に

はいまだにまとまった雪が降りません。車の運

転やお年寄りの暮らしなどのことを考えると

喜ばしいことのような気がしますが、実はこの

ことは大変な環境問題にかかわる事態なので

す。 



このまま温暖化が進むとどうなるのか。持続

可能な開発目標（SDGｓ）のことや、環境活動家 

 

 

の少女グレタ・トゥンベリさんの言動が度々ニ

ュースになる昨今、改めて私たちの暮らしの在

り方や、今後とるべき対策について考える必要

を感じます。スキーキャンプでは夕べの集いの

時間に、子どもたちと改めて気候変動について

考える時間を持ちました。閉鎖されるスキー場

が増えている話もあり、スキー好きの子どもた

ちにも、確かにこれは他人事じゃないんだな、

と感じることができたようでした。 

他にも海洋汚染のこと、最近の台風や地震の

異常発生のことなど、未来の地球を憂う問題

は枚挙にいとまがありません。このことに気

づいてアクションを起こしてくれるトゥンベ

リさんのような少女が、YMCAに集う仲間たち

やキャンプに参加するメンバーの中から出て

きてくれることを願います。過去を積み上げ

てきた責任ある大人の一人として、次世代を

担う子どもたちに、真実への気づきのチャン

スを投げかけていく使命感を覚える今年の冬

でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

 

２月 ８日 あずさ部評議会  東京 Y ﾔﾏﾃコミュニテイセンター 

２月１４日 ２月第１例会   ふれあいセンター 

２月２８日 ２月第２例会   ふれあいセンター 

３月７日～８日 次期会長部役員研修会 東山荘 

３月１３日 ３月第１例会   ふれあいセンター 

３月２７日 ３月第２例会   ふれあいセンター 

４月１０日 ４月第１例会   ふれあいセンター 

４月２４日 ４月第２例会   ふれあいセンター 

４月２５日 第 10 回障がい者フライングデｲスク大会 



2020 年 4 月 

富士五湖クラブ 会長 望月喜代子 

大会実行委員長 三浦 洋美 

 

「第 10 回 障がい者フライングディスク大会ｉｎ北麓」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 10 回 障害者フライングディスク大会 in 北麓」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；2020 年 4 月 25 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） 

雨天時は中止 

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。 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ag1263@olive.ocn.ne.jp

