
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第 11 回障がい者フライングデｲスク大会 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

山梨 YM 

 

 

 

 

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 

２０２２年 富士五湖クラブ ６月ブリテン 第 212 号 

国際会長：キムサンチェ(韓国) 

「世界と共にワイズメン」 

アジア太平洋地域会長：大野 勉(神戸ポート) 

「100 年を超えて変革しよう」 

東日本区理事：大久保知宏 

「私たちは次世代のために何ができるか？」 

あずさ部長：長谷川あや子 

「道を拓く～愛と協力によって」 

 

富士五湖クラブ会長：原 俊彦 

  『何があっても元気で楽しく！！』 

 6 月第 1 例会 

 

2022 年 6 月 10 日(金) 19 時～ 

   於；ふれあいセンター    

 

2022 年 6 月 24 日(金)  19 時～ 

   於；ふれあいセンター 

2021-2022 年度定期総会  

会長 原 俊彦 

副会長 望月 勉 

副会長 後藤明久 

書記 後藤昭子 

会計 望月喜代子 

会計 武藤五子 

直前会長 後藤昭子          

 

 

5 月のデータ 

会員数    １１名 

例会出席        10 名 

            

        出席率      ９１％ 

 

 

 

 

  

今月のハッピーバースデー 

 

6 月 12 日  小池敦子メネット 

      おめでとうございます！！ 

 

 

アニバーサリーは該当がありません。 

 

 

 

 



一年を振り返って 

 
会長 原 俊彦 

今年も一年を通じてオミクロン株と言う新種の

コロナに振り回された年度でした。 

ただ幸いにも我が富士五湖クラブは会員数 11名

と相変わらず少人数ではありますが、メンバー

それぞれが出来る範囲で常に役割分担を担って

頂きクラブ運営に大きな力になりました。皆さ

んのご協力に改めて感謝申し上げます。 

毎月 2回の例会もコロナ対応に慣れたせいもあ

り、対面例会(zoom併用)が中心でお互い意思疎

通が十分に図れた一年でもありました。 

またクラブの恒例行事は、7月のキックオフ例

会、8月のバーベキュー例会に始まり、9月に富

士山例会と続く筈でしたが、残念ながら密にな

る富士山例会は実施出来ませんでした。 

ただ、11月には京都洛中クラブから 10名のメン

バーをお迎えして 1泊 2日の楽しい DBC合同例

会を持つ事が出来ました。 

更に、11月・山梨 YMCAバザー、1月・新年例

会、5月・障がい者フライングディスク大会、山

梨 YMCAチャリティーラン・・・と何れも多くの

方々からのご協力を頂き、無事一年間の会長職

を全うする事が出来ました。 

至らぬ会長を一年間支えて頂き誠に有難うござ

いました。 

 

5 月第 1例会報告 

 

2022年 5月 6日(金)19時～望月宅 

参加者：原 2、望月 2、後藤 2、小池、 

三浦、武藤＋マキちゃん 

日時：2021年 4月 23日 19時 30分～ 

場所：望月宅 

 

フライングデｲスク大会の前日の最終打ち合わ

せ＆記録の練習を兼ねて第 2例会を行いました。 

みんなで選手のチーム分けのまとめ作業を行

い、明日のプログラムを順次シュミレーション

していきました。記録係は実際の記録の仕方の

練習も行いました。 

 

 
 

 

 

第 11 回 

障がい者フライングデｲスク大会 

 

万歳隊万歳！！！                       

須藤 繁 

今回の万歳隊は、事前に 1位から 7位までのメ

ダル授与者を決めて臨みましたが、これが効果

抜群で、統制が良くとれ、メダルを渡す時にも

混乱はなく、青空に万歳の声が楽しく響きまし

た。メダルを渡すにも担当者の工夫が見られ、

握手する人、頑張ったねと声をかける人など

様々でした。途中、手持無沙汰な方と授与を交

代した方もありましたが、これもまたかえって

違ったやり方の授与で大変良い結果を生んだ

ような気がします。万歳も今年は競技者も一緒

に大声で唱和することが出来て、やはり万歳は

大声でするものだとしみじみ思わされました。



原さん制作の美しいメダルを首にかけ、誇らし

い顔で自分の席に戻っていく参加者の姿を見

ると、みんなの万歳の声で彼に少しでも自信が

ついて、明日からの作業を元気で迎えられるよ

うにと、心から神様に願ったものです。 

 

 
 

参加者：後藤 2、望月 2、原 2、須藤、三浦、小

池、武藤、審判団、看護師 

長谷川あずさ部長、荻野 CS事業主査、 

石川、標夫妻、ピーター（甲府クラブ）福田(担

当主事) 輿水、佐藤、野々垣、小俣、小澤、寺

田、長津、御園生、菰渕、飯野、泉(東京サンラ

イズ)神谷(東京西) 

山口(東京武蔵野多摩) 

 

 

 
 

 

 

三浦洋美 

コロナウィルス感染対策を行いながらの大会も

２回目となり、昨年の経験もいかされ大会運営も

スムーズに行われました。これもひとえに運営に

関わっていただきました皆様のおかげです。あり

がとうございます。大会に参加される皆様から毎

年楽しみにしているとの言葉をいただき、当クラ

ブが目指したこの大会を行う目的が叶えられて

いると感じ大変嬉しく思います。これからも継続

していくためには若い力（学生ボランティア）の

確保が必須と思います。今後の課題として来年に

向けて頑張っていきたいと思います。 

 

 

山中湖合同例会 

 
2022年 5月 7日 

参加者：菰渕、長津、飯野、立田、泉 

(東京サンライズ) 渡辺(ビジター) 

原 2、後藤 2、望月、小池(富士五湖) 

 

昼間のフライングデｲスク大会からの 

夜は東京 YMCA山中湖センターにおいて東京サ

ンライズクラブとの合同例会を行いました。 

昼間はサンライズクラブの皆さまにもフライ

ングデｲスク大会にご協力をいただき感謝で

す。 

とても久しぶりにリアルな合同例会できて懐

かしい皆さまにお会いできてよかったです。 

 
 

 

 

 



5 月第 2例会 

 
2022年 5月 26日 19時～ふれあいセンター 

参加者：原 2、望月 2、後藤 2、 

Zoom:三浦、武藤 

 

＜議事＞ 

・障がい者フライングデｲスク大会反省 

今回はいつも通りのやり方での開催ができ

たので万歳をすることができ盛り上がって

よかった。 

デイスク拾いは若者がいい。学生ボランテ

イアがきてくれるといい。デイスク拾いは

ボランテイアにしてもらえるとサイトを４

～5サイトに増やせる。 

4月は施設側としては忙しい。 

次年度は 2023年 4月 29日予定 

・6/11甲府やまなみクラブ設立総会 

 原 2、後藤 2、望月の 5名参加予定。 

・次年度 DBC例会の日程について 

 洛中交流委員長は大野さんなので富士五湖

は原で話を進める。11月中旬あたり 

・5/21の山梨 Yのチャリテイランには原夫妻

が出席。富士五湖クラブはホットプレート

を献品した。 

・10/15部大会の会場について 

 河口湖のホテルなど会場をあたってみる。 

 部大会に抱き合わせでクラブ 20周年例会も

一緒にすることに決定。 

・6/4-5に ZOOMにて東日本区大会が開催され

る予定。今年はリアル開催できると思って

いたが ZOOMになって残念だ。参加できる方

が ZOOMで参加して下さい。 

 

 

あずさ部 善光寺御開帳 評議会 

 

2022年 5月 14日（土）午後 1時より、ホテル

メトロポリタン長野に於いて、久しぶりのリ

アル開催でした。原会長夫妻は、東京から直

接参加し、富士五湖からは、後藤 2と小池メ

ンが同行し参加しました。あずさ部の皆と会

って旧交を温めた感じでした。 

議案は、2022-2023年度の活動方針、予算案、

部大会及び評議会の日程で、全て挙手承認さ

れました。次年度は、富士五湖クラブの部大

会主催もあり、充実した年になる予感がしま

す。 

長谷川あずさ部長報告を始め、各主査、各会

長の報告もあり、リアルでの開催に感無量で

した。 

富士五湖クラブは、原会長が演台に立ち、次

年度は、クラブ 20周年でもあり、部長ホスト

クラブとして、気を引き締めて行くと挨拶し

ました。 

 

 



評議会終了後、別室にて、懇親会が催されま

した。ウーロン茶で乾杯して、美味しい料理

を食べながら、落語の高座や、ハンドベル演

奏、フルート演奏、善光寺の裏話と盛りだく

さんのアトラクションを楽しみました。今後

の評議会の基本形としたくなる楽しい評議会

でした。 

終了後は、駅ナカの立ち飲みで、東京武蔵野

多摩の面々と盃を交わし、懇親を深めまし

た。 

 

 

 

山梨 YMCA チャリティーラン 

原 俊彦 会長 

5月 21日(土)、第 24回山梨 YMCAチャリティ

ーランが小瀬スポーツ公園競技場で開催され

ました。朝起きたら何と雨模様・・・雨天中

止と明記されていたので早速福田さんに連絡

を入れた所、「今、甲府も雨が降っているけ

ど本部から実施するか否かの指示が出ていな

い状況。判明次第連絡します。」との事でし

た。程なく返信があり「go！」サインが出た

との事で急ぎ甲府へ向けて出発。今日は気温

も上がりそうも無いので、マロンをホテルに

預けず、連れていき車の中で待たせる事にす

る。 

会場に着いたのが 10時ちょっと過ぎ・・・馴

染みの面々に次々ご挨拶に回って「富士五湖

クラブここに有り」・・・を大いに PR。 

お天気具合が余り宜しく無い事もあり早め早

めの進行で全ての競技が 11時半に終了、急ぎ

表彰式とラッフル抽選会となる。 

富士五湖クラブからは「ホットプレート」を

景品として提供しましたが、何と甲府 21クラ

ブの清藤さんがゲット、凄く喜んでいました 

全ての予定が終わり、公園のベンチでお弁当

と飲み物を頂き帰路につきました。 

 

 

「あれや これや」 

福

福田奈里子 

Y’s×SDGs Youth Action 2022 に山梨ＹＭ

ＣＡユースの企画が採用されました！ 

ワイズ・ＹＭＣＡパートナーシップ検討委員

会の主催で行われる本事業は、ＹＭＣＡに連な

るユース世代が SDGs の視点から地域の社会課

題解決を目指す活動を企画し、これに助成金を

交付していただくというプロジェクトです。 

この度、山梨ＹＭＣＡユースリーダー会を中

心に、地域の清掃活動と SDGs キャンプを企画

し「やまなしアクション」という企画名で応募

しました。今年３月の選考会では全国各地 18団

体のユースによる企画プレゼンテーションが

行われ、お陰様で助成対象 10 団体のうちの一

つに採用していただくことができました。 

 「やまなしアクション」は、地域課題の解決

と共にその主体となるユース自身のリーダー

シップ育成を目的としています。まずは第 1弾

として「清掃中」というゲーム感覚ゴミ拾いア

クションを 7 月 18 日に実施予定です。ぜひ、

ワイズの皆様に参加・ご協力を頂きたく、お願

いいたします。秋口にも第 2弾を予定しており、

次は富士五湖エリアで「清掃中」イベント実

施・・・？！の可能性もあるかもしれません。 

Y’sと YMCAと Youth の 3つの「Y」がそれ

ぞれの役割を持ちつつ交じり合いながら、持続

可能な地球と平和な世界へと変革するチェン

ジエージェントとして共に歩むことを目指し

たいと思います。ご協力、よろしくお願いいた

します。 

（山梨 YMCA 生涯学習事業部ディレクター 

福田奈里子） 

 

 

 

 

 



＜山梨 YMCAだより＞ 

「喜び・祈り・感謝」  

                   総主事 中田 純子 

５月 21日土曜日、山梨 YMCA「インターナショナルチャリティーラン 2022」が無事に開催されま

した。当日実施決定後から雨が降り出し、不安を覚え祈りながら準備をはじめた運営関係者。しか

し、開会式と同時に雨が上がり予定通り実施することが出来、素晴らしい大会となりました。本当

に感謝申し上げます。 

今回ワイズメンズクラブから８０名ほどの皆様にご協力頂きました。実施まで６回の実行委員会

を重ねました。お忙しい中出席して下さったワイズメンズクラブの皆様、関係者の皆様、本当にお

疲れ様でした。新米総主事の私にとって、この日は喜びと感謝に溢れた忘れられない一日となり、

2022年度の山梨ＹＭＣＡ基本聖句テサロニケの信徒への手紙「いつも喜んでいなさい。絶えず祈り

なさい。どんなことにも感謝しなさい。」信徒への手紙一 5章 16～18節を実感いたしました。 

山梨 YMCAはワイズメンズクラブの皆様と共にこのような歩豊かな歩みを与えられていることは、

全国のＹＭＣＡ運動の中でも特に誇れることであり喜びと感謝そのものです。これからも、ワイズ

メンズクラブとＹＭＣＡの良きパートナーシップが山梨の地においてよりよい地域づくり、人づく

りのための助けとなれるように祈ります。 

     

みなさま ありがとうございました。  

 

＜お知らせ＞ 

工房を吉田へ移転しました！ 

原 俊彦 

息子にバトンタッチして早や 10 年・・・自宅近くの工房で好きな「モノ作り」に没頭して来まし

たが、喜寿も過ぎたのでそろそろ潮時かな？・・・と思い 3 月末、契約解除を不動産屋に伝え工房

の撤退作業を進めていた所、望月さんが「原さん、この技術をこのまま捨てるのは勿体ない、まだ

元気なのでリタイアは早過ぎる、破棄する前に取り敢えず山梨に移転したら・・・。」の一言で急き

ょ富士吉田への引っ越しを決意‼︎何とその一週間後、望月さんの口利きで空き家になっていた 2 階

建の一軒家をソックリ借りる事になったのです。それも望月宅のすぐ裏・・・歩いて一分、別荘か

らも車で 10 分、駐車場付きで賃料・月２万円・・・もちろん世田谷の自宅はそのままです。 

部屋からは富士山も見え、一階は８畳、６畳、３畳とこれまでの 2〜3 倍の広さの別天地。 

これまで培って来た技術がワイズや地域の為にどれだけお役に立てられるか？楽しみです。 

(株光伸プランニング  

〒403-0005 富士吉田市上吉田 3-15-19 

              https://koshin-p.jp 

https://koshin-p.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

 

7 月 8 日(金)  7 月キックオフ例会 19 時～ ふれあいセンター 

7 月 16 日(土)   あずさ部第 1 回評議会    東京山手センター 

7 月 22 日(金)  7 月第 2 例会        ふれあいセンター 

8 月 6 日(土)   納涼例会(第 1 例会)     原別荘 

8 月 19 日(金)  8 月第 2 例会        ふれあいセンター 

9 月 9 日(金)   9 月第 1 例会        ふれあいセンター 

9 月 23 日(金)  9 月第 2 例会(買い出し)   ふれあいセンター 

9 月 24-25(土・日)第 18 回富士山例会    富士山 5 合目 佐藤小屋 

 

 

  

つぶやき～編集後記 

  

本日、2021-22 年度の最終日ですね。まだブリテン編集をしているのは私だけ？？ 

5 月に義母、6 月に義兄がお星さまになりました。悲しみも癒えぬうちに…バタバタの日々 

次年度は主人があずさ部長ということで私は部書記。5 月後半にはワイズも次年度の準備 

あっというまに 5 月～6 月が終わろうとしています。 

7 月の評議会の資料準備に、部報の原稿回収に発行に、ブリテン作成に、クラブ書記の仕事に 

明日から 7 月(ワイズは新年度)の始まりです。これをやって次にこれをやってと順番で紙に書

き出して行動する毎日。今日は仕事、明日はワイズ。バタバタとした日々はこれからも続きそ

うですよ。 

次年度はクラブ書記と部書記と兼務。ブリテン発行は引き続き・・ 

無理せず元気にやっていこうと思います。acco 

 

 


