
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

       

             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       須藤 繁 

会長主題  「喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共

に泣こう。」 

  

この主題に示したように、クラブ会員同士や、

奉仕活動で知り合った方々など身近な方々の

喜びや悲しみを共にするクラブ運営を目指し

 

 

７月第 1例会 

 

２０１３年７月９日（木）PM７時～ 

        於：ふれあいセンター 

開会点鐘 

ワイズソング＆ワイズの信条 

会長あいさつ 

議事 

諸報告 

ニコニコ BOX 

YMCAのうた 

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 

２０１３年 富士五湖クラブ ７月ブリテン 第１０５号 

国際会長：PoulV.Thomsen （デンマーク） 

主題：「全ての世界に出て行こう」 

アジア地域会長：岡野泰和（大阪土佐堀） 

主題：「未来を始めよう、今すぐに」 

東日本区理事：渡辺喜代美 

主題: 「いざ立て」 

あずさ部長：藤江喜美子 

「心ひとつに、あずさ部号前進」 

 富士五湖クラブ会長：須藤 繁 

『喜ぶ者と共に喜び、泣くものと共に泣こう。』 

会長 須藤 繁 

副会長 後藤明久 

副会長 原 俊彦 

書記 後藤昭子 

会計 武藤五子 

会計 望月喜代子 

直前会長 望月 勉           

 

 

６月のデータ 

会員数        １６名 

例会出席         １２名 

      

例会出席率       ７５ ％      

ニコニコ BOX             ０円 

累計  ２７，１４４円 

 

５月、富士吉田から田んぼ逆さ富士 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



たいと思います。そのためには、お互いを知る

ことも大切ですが、興味本位に知るのではなく、

それぞれが味わっている喜びや苦しみを共感

し、何か自分にできることはないかと工夫を始

めることができると、もっと素晴らしい関係を

築くことができると思います。会の行事の点で

も、障がい者フライングデスク大会が確実にで

きるようになり、パインズパークの遊歩道舗装

も具体化してきたので、これらを中心にして、

さらに障がい者の方々の希望を探って、その希

望に応える活動へと輪を広げていきたいと願

っています。 

 また、様々な機会に、多くの方々を通じて、

自分の小さな世界を超えて、別の世界を知るこ

とができるのもワイズの素晴らしいところで

す。今年はこの違った世界を見る機会を増やし

ていきたいと思います。 

 ただ、きわめて活動的で声の大きい望月会長

から、歳を取り声も小さく、「立ち上がり、用

事忘れて、また座る」ような私に代わる訳です

から、みなさんが周りで元気に王声をあげて頂

かないと、会は陰々滅々となります。どうかそ

の点応援よろしくお願いします。  

  

2013 年 6 月第 1 例会報告  後藤明久 

6 月 6 日（木）午後 8 時～10 時 富士吉田ふれ

あいセンター 

参加者：望月 2、原 2、後藤 2、須藤、萱沼、三

浦、武藤＋マキちゃん 

望月会長より、開会に先立ち、三浦さゆりさん、

長田さん、榎本さんの休会問題について報告が

あり、三浦さゆりさんは休会、二人は相談中。

会費は全て入金予定とのこと。 

望月会長の開会点鐘、ワイズソング＆ワイズの

信条を唱和して始まりました。 

望月会長より、最後の年度末月になりました。

最終コーナーになりましたが、フライングディ

スク大会もありますので、最後まで宜しくお願

いしますと挨拶がありました。 

本日の議題は、フライングディスク大会と第 2

例会での定期総会です。 

フライングディスク大会は、三浦洋美実行委員

長のもと、詳細を打ち合わせしました。現時点

の参加者名簿も出て、昨年より多くなっていま

すので、より地元に浸透してきた感があります。

関東・関東甲信越・全国大会へと発展が期待さ

れます。東日本区大会をホストした富士五湖ク

ラブならでは発想がたのしいですね。 

参加者が増えてきたので、多くのワイズの協力

が必要となってきました。あずさ部始め、ワイ

ズへの協力要請をしていくことになりました。

当日プログラムと役割分担表を事務局で作成

して昨年よりのスムーズな運営と大会の盛り

上げをしていこうとなりました。 

定期総会に関しては、今月の第 2 例会で行うも

のとし、フライングディスク大会の決算は昨年

より増額して一時出金して仮決算する。行事予

定表をわかっている事を記入して作成した。本

日中に仮決定したことを配布する。 

来年度の例会日の変更を協議した。原則として

富士吉田ふれあいセンターで第 1例会を第 2火

曜日午後 8 時、第 2 例会を第 4 金曜日午後 8 時

開始とする。キックオフ例会は 7 月 9 日（火）

午後 7 時からとし、人材開発センターでする予

定とした。 

明日は 3 時 20 分に望月会長卓に集合して、も

りおか区大会に行くことになった。メンバーは

望月 2、原 2、後藤 2、須藤、茅野の 8 名でワ

イワイと行ってきます。 

第１６回東日本区大会 

望月 勉 

「忘れてたまるか３．１１」あの時の絆をスロ

ーガンに６月８日、９日、岩手県花巻温泉ホテ

ル千秋閣で第１６回東日本区大会が開催され

ました。ホストクラブはもりおかクラブです。

富士五湖クラブは９名の参加、８名は７日朝３

時２０分に富士吉田を出発しました。１２時に

は平泉中尊寺に到着し昼食。世界遺産のお寺毛 

越寺の庭園などをゆっくり見学し、５時前にホ

テル花巻に到着。約８時間車の中で過ごしまし



た。夕食は美味しいバイキングとワンランク上

のアルコール飲み放題で全員すっかりご機嫌。

２次会もホテルの最上階で全員で楽しく時を

過ごしました。大会当日、全員でローズガーデ

ンを見学し、会長の私を代議員会に残し、あと

の７人は宮沢賢治記念館を見学に行きました。

大会は１３：００から開会式。オープニングは

「宮沢賢治の朗読劇」、記念講演会は陸前高田

市長戸羽太氏の「震災から復興へ」、どちらも

東北ならではで、とてもよかったです。また晩

餐会はさんさ踊り等とても楽しめました。２次

会は富士五湖クラブの部屋に、なんと４０名以

上のワイズが集合し、富士五湖クラブの人気が

ワイズメンズの会員に知れ渡る２次会となり

ました。午前２時に終了。みなさんお疲れ様で

した。 

第 16回東日本区大会に参加して                              

原 俊彦  

 6月 8-9日の 2日間に亘って盛岡クラブ主催、

第 16回東日本区大会が花巻温泉・ホテル千秋

閣で開催されました。今回、我が富士五湖ク

ラブは大会出席者が総勢 8名と、小クラブとし

ては上々の参加者数、然も全員が一台のワン

BOXカーに便乗しての和気あいあい、2泊 3日

の小旅行となりました。出発は大会前日の 7日。

所が我が家への出迎えは、何と真夜中の 3時

半・・・まだ明けやらぬ朝もやの中を一路最

初の目的地・平泉の中尊寺に向かって出発し

ました。それにしても盛岡は遠かった・・・

というのが実感でした。 

>>>> 平泉に着いたのが 12時、そして先ずは腹

ごしらえと相成りましたが、金色堂への坂道

は結構きつく、こんな事で 9月に予定している

富士山に無事登頂できるのか少々不安になっ

た程。毛越寺の美しい庭園を散策、宮沢賢治

記念館を見学して夕刻、ホテル花巻に無事到

着。前夜祭には出席せず、ホテルのバイキン

で本当に美味しい料理とお酒を満喫させて頂

きました。 

大会当日はホテル前の薔薇園でユックリと見

事に(?) 咲き誇ったバラの花を鑑賞させて頂き、

頃合いを見計らって大会会場へ。登録を済ま

せて次々出会う懐かしの方々と挨拶を交わし

ながら、やっとの事で席に着く。1時30分、バ

ナーセレモニーから始まった大会は、立派な

会場の雰囲気に加え、盛岡クラブの素晴らし

い大会運営と見事な演出で大いに盛り上がり

ました。特に、陸前高田市・戸羽市長の自ら

の悲惨な体験と、遅々として進まぬ復興事業

への苛立ちには鬼気迫るモノがあり、大会の

ハイライトとも言える中味の濃い内容でした。

7 時からの晩餐会でお腹一杯ご馳走を頂いた後、

ホテルの部屋で何時もの二次会・・・あずさ

部だけでなくフェローシップを終えたメン、

メネットが続々集合、何と累計で 40名にもの

大宴会が夜の耽るまで延々と続きました。そ

して翌日、今大会でのもう一つの華である竹

内元国際会長司式による「駒田ワイズから渡辺

ワイズへの理事引き継ぎ式」。竹内ワイズは米

寿迎えて益々お元気。厳粛な引き継ぎ式に相

応しい何時もの変わらぬハリの有る声と凛と

した 振る舞いは、常に私たちに大いなる感動

と不思議な力を与えてくれます。最後の表彰

式では、我が富士五湖クラブの望月会長が EMC

会員増強部門で、駒田理事より晴れの表彰状

を受けました。大会はほぼ定刻通り終了し、

皆さんとの挨拶もそこそこに一同車に乗り帰

路に着きました。望月さん夫妻、後藤さん、

茅野さん 4名による交互の運転とは言え半端な

距離ではなかった為、皆さん大変お疲れだっ

たと思います。ご苦労様でした。そして、本

当に有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

2013 年 6 月第 2 例会報告 
 



6 月第 2 例会報告 

6 月 21 日(金)午後 8 時～10 時 富士吉田市ふ

れあいセンター 

参加者：望月 2、原 2、須藤、萱沼、後藤、三

浦、小池、茅野、武藤＋マキちゃん 

議事；フライングディスク大会打ち合せ、定期

総会 

(1)フライングディスク大会最終打ち合せ 

席指定用テープ（施設名・サイト番号標は三浦

準備） 

サイト数⇒アキュラシー：4 サイト、ディスタ

ンス：2 サイト 

市役所記者クラブ⇒須藤提出済み（結果は世界

遺産登録決定日の為かゼロ） 

弁当；小池担当：38 

審判：14⇒16 標 2、大和田、甲府 21：5⇒4、

久保田部長 

富士五湖 14：望月 2、原 2、後藤 2、須藤、小

池、萱沼、長田、三浦、武藤＋マキちゃん 

各担当の役割の説明をした。 

担当分けの決定：召集係 4、誘導係 4、ディス

ク拾い係 8 

富士五湖では足りないので、参加ワイズは振り

分け手伝いを頼む。 

机イス、テント、富士五湖バナー等は別紙プロ

グラムと担当割表に従って準備する。 

 (2)定期総会；定期総会資料に基づき審議を進

めた。 

総会成立；参加 10＋委任状 1 で過半数参加で総

会成立した。 

 BF；区大会で使用済み切手の発表がなかった

⇒望月確認する。 

EMC；復帰含む 3 名増が表彰された。 

ブリテン；淑子さんまとめ、アッコさんアップ

の連携が良い。 

4 クラブ合同例会；30 名以上参加したので、今

後に期待したい。 

10 周年；多く集めた(82 名)と皆にほめられた。 

来年度は例会の日程変更をする。 

決算；大きい行事をしたのに、黒字に出来た点

は嬉しい、会計ご苦労様！ 

会費は全員完納した、誇りの思う 

事業報告、決算報告とも承認された。 

新年度の役員人事、事業案、予算案が承認され、

須藤新体制になった。 

須藤新会長あいさつ；区本部は女性理事で、女

性主任も多く若い。 

駒田さんも変革を叫んでいた。このような変革

の時こそワイズの基本に立ち返ろう。想いを一

つにしていこう。年をとると人に愛されること

が一番の生きがいになる。 

そのような想いを込めて主題『喜ぶ者と共に喜

び、泣く者と共に泣こう。』にした。 

フライングディスクでも、富士五湖大会の時の

ように障がい者の絵をバッグにしたような企

画が何か出来ないか？これからの一年を有意

義に過ごそうと話された。 

(3)新年度初めの日程について 

キックオフ例会；7 月 9 日(火)午後 7 時より 

富士吉田ふれあいセンター(人材開発センター

改装休業につき変更) 

石丸ワイズが参加表明している。 

食事は弁当で対応する：担当武藤 

第 1 回あずさ部評議会（阿佐ヶ谷 欅・公孫樹

並木評議会；藤江喜美子部長） 

杉並区ルートイン東京阿佐ヶ谷で東京セント

ラルのホスト 

参加者；須藤、原 2、後藤 2 

その他；東日本区大会でクッキーを売ろう（三

浦） 

第 4 回フライングディスク大会は 11 月開催に

変更しよう（審判団と協議する） 

IBC；新年度で IBC を組むことになるので、提

携・土産品などで費用が発生する。 

8 月納涼例会；8 月 17 日(土)に決定。 

駆け足の議事が終わり、望月体制の最終日とい

うことで、行ける人限定で最後の茶会にいきま

した。アッコさんもここから参加しました。

次々期の部長体制などの話しも飛び出しなが

ら和気あいあいとご苦労さん会を行いました。 



望月会長体制、皆様 1 年間 お疲れ様でした。 

 

フライングディスク大会 

                三浦洋美 

望月さんが晴れ男とみなさん言っていました

が、実は私も晴れ女なのです。 

今後ともよろしく！ 

清々しい天気の中、多くの障害者の方々が集い

おこなわれた障害者フライングディスク 

大会ｉｎ郡内。山梨県障害者フライングディス

ク協会の皆様のご協力もあり、素晴らしい 

大会になったと思います。準備は正直大変です

が、皆さんの満面の笑顔、入らなくて悔しがる

顔、いろんな顔にたくさん出会え幸せでした。

参加していただいた皆様ありがとうございま

した。それから、富士五湖ワイズ以外のワイズ

メンにお手伝いいただき感謝・感謝です。これ

からもよろしくお願いいたします。 

 

萱沼一男 

前日までの大雨に大会当日の天気が気になり

ましたが、会いの願いがかない晴天となりまし

た。第３会大会として始めて参加をさせて頂き

ました。参加者の投げるディスクの回収に当た

る補助印を担当しました。参加者の人々も広い

芝の広場で思いっきりフライングディスク大

会ができたことがよい思い出になったと思い

ます。 

 

 

 

 

≪新年の抱負≫ 

 

みならい部長 望月 勉 

ワイズの事がやっと少しだけ理解しかけてきた

私が、来年度はあずさ部部長とは、自分自身戸惑

いの気持ちでいっぱいです。今年度は部長見習い

として、少しでも多くの事を学びたいと思ってい

ます。山小屋も今年度からパソコンが使用出来る

ようになり、少しでも富士山の情報発信をしてい

きたいと思っています。 

 

茅野 信雄 

昨年は例会への出席が疎かになってしまいま

した。定時に出席できない場合も、終わりまで

に顔だけは出せるよう努力します。今年度のフ

ライングディスク大会にも、沢山の参加者があ

り、来年の東日本区大会では表彰が受けられる

ことを祈っています。 

                              

原 淑子 

今までの 10 年間を基礎に、新たに 1 年ずつス

テップアップする 1 年目の年度になりました。 

ベテラン須藤会長の下、次年度の望月次期部長

の準備も合わせて、楽しみながらも有意義なク

ラブライフとなります様お手伝い出来たらと

思います。今年も宜しくお願いします。 

 

                        

原 俊彦 

富士五湖クラブに入会させて頂いて早や 3年目。

都合のつく限り、例会はもちろん殆どの行事

に参加して来ました。都会では味わう事の出

来ない、いわゆる「地元密着型」の面白さと楽

しさを十分満喫して来た感があります。どん

な会合に出席しても、未だに新しい体験と新

たな出会いにワクワクするような感動を覚え

ています。多分、富士五湖のメンバーから伝

わってくる若さと、真っ直ぐな行動力から大

きなパワーを頂いているのだと思います。今

年も可能な限り、全ての行事と会合に出席し

て須藤体制を盛り立てると共に、今年こそこ

のクラブの楽しさと感動を他の人にも伝え、

メンバー増強に一役買う事が出来たら良いな

ーと思っています。 

 

                           



三浦洋美 

10周年事業も無事に終え、また心新たに富士五

湖として何かを探して 

行けたらいいかな？と思っています。 

私はワイズの多くの皆様と出会える機会が少

ないですが、 

富士五湖での三浦カラーを見つけ力を注いで

いきたいと考えています。 

それは何かと尋ねられたら・・・まだちょ

と・・・・(-_-;)です。 

今年度もよろしくお願いいたします。 

 

                                

武藤五子 

また新しいワイズの一年が始まります。この

一年も新しい出会いや、新しいチャレンジを

楽しみたいと思います。今年度も娘のマキと

共に、よろしくお願いいたします。 

 

望月喜代子 

富士五湖クラブも１１年目に入ります。安定し

たクラブだけでなく、少しでも前に進んでいけ

るクラブにしたいと思います。私としては、例

会、評議会等出来る限り出席したいと思います。

また、前年度入会した人が、早くクラブに馴染

めるように、サポートしていきます。 

 

                             

萱沼一男 

３月５日より、富士五湖ワイズメンズクラブの会

員に参加し、富士五湖倶楽部の１０周年記念例会、

フライングディスク大会と短い期間に会員とし

て少しの協力ができたと思います。また、７月９

日（火）キックオフ例会で、新年度を迎えますが

倶楽部の会い共協力をしてまた「ＢＦ/ＴＯＣ」の

委員として頑張りたいと思います。 

 

後藤明久 

子供達も皆卒業して就職しました。我が家も夫婦

二人で段々と何か新しい事を始める時が来た気

がします。富士五湖ワイズも 10 才になって新規

出動の時です。須藤会長の言う「新しい何か」を

見つけ活動を広げたいと思います。 

 

Acco 

今年 1 月に休会から復活しました。私生活におい

てもワイズにおいても毎日毎日を元気に笑顔で

楽しく過ごしていきたいです。 

『今日も、笑顔で絶好調！！』頑張るぞ！ 

 

 

≪次年度役員/委員会 構成≫ 

 

会 長  須藤 繁 

副会長  原 俊彦 

副会長  後藤明久 

書 記  後藤昭子 

会 計  武藤五子 

会 計  望月喜代子 

直前会長 望月 勉 

担当主事 露木淳司 

 

CS     三浦洋美・武藤五子 

Y サ    長田洋二 

BF/TOF    萱沼一男 

ブリテン  後藤昭子・原 淑子 

広報    茅野信雄 

富士山例会 小池亦彦・望月喜代子 

ｸｯｷｰﾌｧﾝﾄﾞ  三浦洋美 

 

≪これからの予定≫ 

7/9(火)   7 月キックオフ例会：19 時 

           於：ふれあいセンター 

7/13(土)  あずさ部評議会： 

      於：山手  

7/26(金)  7 月第 2 例会：20 時   

8/17(土)  納涼例会 

8/23(金)  8 月第 2 例会 

 


