
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

       

             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      富士山 8 合目より富士五湖を望む… 

 

2013－2014 キックオフ例会 

 

2013 年 7 月 10 日午後 7 時～9 時 45 分 

場所：富士吉田市ふれあいセンター 

参加者：須藤、原 2、望月(勉)、萱沼、後藤 2、

茅野、武藤＋マキちゃん、露木主事 

須藤繁新会長による開会点鐘で開始された。 

ワイズソング＆ワイズの信条を唱和して、新会

長あいさつがされた。 

須藤新会長は、新しい何かを始められないか意

見を求めた。大津クラブも 4 名になってしまっ

たが、しっかり活動している。我々も負けずに

頑張ろう。今までの事業の発展系と共に、新し

い事業を考えていきたいと抱負を語った。 

ワイズディナーは、久しぶりの弁当となった。

須藤さんの食前感謝で望月喜代子さんの回復

 

 

８月納涼例会 

 懇親を深めましょう！！ 

 

２０１３年８月１７日（土）ＰＭ７時～ 

        於：にこん庵 

 

８月第２例会 

 

２０１３年８年２３日（金）ＰＭ８時～ 

        於：ふれあいセンター 

     

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 ８月ブリテン 第１０６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           

 

 

７月のデータ 

会員数        １４名 

例会出席         １１名      

例会出席率       ７９ ％      

ニコニコ BOX            ０円 

累計      ０円 

 

 

今月のハッピーバースデーとアニバーサリー   

      該当ありません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



とみんなが一緒に食できることへの感謝で祈

りをささげた。 

議事： 

①フライングデイスク大会の反省・決算 

何とか 60000 円程度の赤字ですんだ。あずさ部

の補助金が生かせた。 

召集と誘導は同じ人にする。4 サイト番号を色

違いで 2 つ作る。 

召集サイトに統括を一人置く（今回は茅野さん

が担当した） 

参加賞を皆に上げる工夫が必要か⇒クッキー

を表彰時に配れば全員持てる。 

新年度前に施設周りをして来年度行事に組み

入れてもらう。 

郡内地区で 7割以上の施設に参加してもらう行

事にする。その後発展を検討する。 

今年 11 月第 3 土曜日を要請する⇒来年度は 11

月第 2 土曜日を目標に進める。 

②7 月 13 日の評議会参加者：須藤、原 2、後藤

2 

③7 月第 2 例会：7 月 26 日(金) 午後 8 時  

ふれあいセンター 

④8 月納涼例会：8 月 17 日(土) 午後 7 時 下

吉田 にこん庵 ：萱沼予約 

⑤8 月第 2 例会：8 月 23 日(金) 午後 8 時  

ふれあいセンター 

⑥4 クラブ合同例会：草津担当：10 月 19～20(土

日)国民休暇村 15000 円宿泊込み 

当面 5 名参加で返信しておく：須藤、原 2、望

月 2 

⑦現在会員 14 名、EMC を推進する：石田元志

君を推薦された。勧誘していく(望月)。 

⑧ブリテンに山梨 YMCA 便りのコーナーをつ

くる。 

⑨露木総主事の挨拶・お願い 

山梨 YMCA のケア・コミュニティつくりを進

めていく。 

明日7／10に岡島デイサービスセンターが開所

する。 

協力募金をしているので、ぜひお願いしたいと

の事。個人は各自募金する事になった。 

クラブとしてまとめて協力する。クッキーファ

ンドより拠出することとなった。 

20 万円を協力募金する。武藤手配。 

⑩最後に須藤新会長より、今後新しいことをし

ていきたいと意見を求められた。 

望月：御殿場クラブとの交流をしていきたい。 

後藤：ボーリング大会、カラオケ大会をチャリ

テイで出来ないか・・・ 

 

♪ 7月キックオフ例会 ニコニコ ♪ 

・萱沼・・初めてのキックオフに参加し 

今後の１年間に目標を持って参加したい 

思います。 

・後藤（明）・・いよいよ新年度です。 

またまた 頑張っていきたいと思います。 

ネット利用を進めて行きます。宜しくです。 

・後藤（昭）・・須藤会長年度をしっかり盛り

上げて行きましょう！ 

・須藤・・会長としての初めての進行役 

務めました。多くの課題を粘り強く解決し 

いきたいと願っています。 

・露木・・早過ぎる梅雨明け。日本一 

暑い甲府盆地で熱中症気味です。新しい事 

の行末を皆さんでお支え下さい。今日は 

貴重な募金を有難うございました。 

・原（俊）・・須藤会長を盛り立てて行く 

為に私の出来る事は、可能な限りすべての 

 Eventに気持ち良く参加する事です。それと、 

何とか新しいメンバーを増やす事に努力 

したいと思います。 

・原（淑）・・キックオフ例会は、一年間 

の初めの例会なのでとても有意義でした。 

 今年も色々行事が有りますので頑張ります。 

・武藤・・新年度が始まりました。今年度 

も出来る事は少ないけれど頑張ります。 

・望月（勉）・・キックオフ例会に 10人 

参加して頂き有難うございます。これから 

 2か月参加出来ませんが、宜しくお願いしま 

す。 



 

第 1 回あずさ部 

阿佐ヶ谷欅・公孫樹並木評議会 

2013 年 7 月 13 日(土)11：00～15：00 

場所：ルートイン東京阿佐ヶ谷２F 

ホスト：東京セントラルクラブ 

８時３０分に須藤宅集合で、須藤会長車で後藤

２が同乗して一路東京へ。 

高速途中すごい渋滞に会い、開会点鐘には間に

合わず、１０分遅れで会場到着、東京からの原

２も遅れて会場入り。富士五湖からは５名の参

加となりました。 

部長所信表明・クラブ会長紹介には間に合い、

なんとか面目を保ちました(笑)  

なぜか、あずさ部バナーや評議会横断幕がなか

った。直前部長が忘れたようです？ 

あずさ部報が到着せず、最初に議案審議がなさ

れました。前年度決算・今年度補正予算の承認

がなされ、次々期部長承認がハプニング！！ 

予定の東京セントラルクラブの谷治会長が会

員減少で実質３名で、クラブ存続を模索してい

る現状で、部長は受けられないという発言あり。

いろいろ意見が出ましたが、結局、次々期部長

クラブ承認の議案は取り下げとなり、早めに会

長を召集して対応することになりました。 

その後、長野県栄村震災支援に関する懇談会が

あり、長野クラブの森本会長が栄村の現状と支

援を呼びかけました。栄村震災は東日本大震災

の翌日に起きたため、目立たず、復旧も遅れて

いるとの事。栄村の直売所などは、人手もなく

開店休業状態の現状。田植えも３年ぶりに出来

るようになった。信濃下り、結(ゆい)主催のサ

イクリング大会などの企画もあり、少しでも訪

れてほしいと話されました。栄村復興せんべい

や塩豆の販売もあり皆で協力しました。稗(ひ

え)焼酎の試飲もあり、今後の販売に向けた活動

をクラブとして協力している。あずさ部全体で

支援してほしいとの事でした。懇親会ニ次会で、

長野での区大会開催などの話しも出て、次々期

渡辺理事年度の大会実施の可能性を感じまし

た。 

宮内監事の講評では、あずさ部の人数が減って

いる事に危機感を持つべきだ。議案を事前に各

クラブに通知すべきなどの助言を頂きました。 

その後、各主査、各クラブ会長の方針発表があ

りました。 

須藤会長は花巻の区大会でも改革の言葉をよ

く聞いた、ワイズの原点に戻るべき時、アツい

想いは必要だ！『喜ぶ者と共に喜び、泣くもの

と共に泣こう』という主題で進んでいく。 

富士五湖のフライングディスク大会も出来る

ようになってきた。より障害者が参加できるよ

う努力する。山梨 YMCA のふくろうキャンプ

も軌道に乗ってきた。 

日頃は言わないのですが、望月さんの影響で言

ってしまいますが、今年度から開始した山梨

YMCA のデイサービス事業に、こつこつ貯めた

クッキーファンドから２０万円を寄付した（お

ーっと感嘆の声あり） 

10 月 5 日は日本一高い所での富士山例会や 1

月 10 日の新年例会に是非参加してほしい。 

今、富士山と山梨は日本一アツい！我々もアツ

くなろう！と話された。 

他のクラブの会長の話しは、クラブ員減少と高

齢化が課題と云うものが多かった。 

甲府クラブは会長欠席で、懇親会時に鶴田さん

が発言し、キックオフ例会で 2名若手が入会し、

平均年齢を 50 代に下げたと発言！！さすが甲

府クラブでした。 

甲府 21 クラブの寺田会長は、ワイズの認知を

広げ、EMC 強化していく。山梨 Y のデイサー

ビスに協力していく旨を話されました。 

東京サンライズの小山会長は、『目覚めよ！立

ち上がろう！歩き出そう！』 会員 14 名で会

長未経験の 4 名に目覚めてもらい、新メンバー

獲得と、二つ目の IBC 締結を目指す。 

クラブ 25 周年は IBC の台湾クラブ 30 周年に

合わせて台湾旅行を企画中との事。 

メネット連絡員として甲府クラブの小倉香苗

メネットは、あずさ部のメネット会は花巻大会



で栄誉ある賞を頂きました。あずさ部メネット

の皆様と一緒に親睦を深めていきたい。東日本

区のメネット委員長も兼任している。特にメン

メネットにかかわらず、行事への参加をお願い

したい旨話されました。 

時間を少し超過して、議事は終了し、皆で記念

写真をとり、いよいよ懇親会へ突入でした。美

味しい食事とアルコール？のはずが、会場都合

でアルコール禁止！！という落ち着いた懇親

会？でした。アピールタイムでは、富士五湖ク

ラブは、富士山例会を山手 60 周年の為に 10 月

5 日に変更した。是非参加してほしいと発言、

山手クラブからも感謝されました(笑) 

15 時には予定通り、藤江部長の閉会点鐘終了と

なりました。 

 

東京西クラブの吉田さんより、来年度最初の評

議会の担当だが、交代するときは無いので、富

士五湖地区での開催希望があるかと打診され

ました。部長の出席は絶対と思っている。望月

次期部長と相談して、木原会長と話してほしい

との事。 

恒例の懇親会ニ次会は阿佐ヶ谷駅前になりま

した。参加者は、藤江部長、神谷書記、山口会

計。サンライズは小山夫妻、菰淵さん、御園生

さん、柴田さん。武蔵野多摩の宮内さん、八王

子の長谷川さん、小口さん。長野の森本会長。

富士五湖は会長、後藤 2 で参加して、いつもの

ようにジャンジャン飲んで盛り上がりました。 

飲めなかった須藤会長には、美味しいお酒の多

く、申し訳なかったです。二次会終了後、須藤

会長車で忍野の後藤家まで送って頂きました。 

須藤会長、運転お疲れ様でした。 

 

残 さ れ た 課 題                 

会長 須藤 繁 

今回の評議会で残された課題が２つありまし

た。１つは次次期の部長クラブを決められなか

ったことです。本来は東京セントラルクラブが

受け持つ順番でしたが、会員の数が減って受け

られないと、谷地さんから辞退の申し出があり

ました。あと１つは、長野県栄村震災支援の件

です。前者については、その申し出の取り扱い

で少々審議が紛糾しました。結局は臨時の評議

会(会長会？)にその取り扱いをゆだねることに

なりましたが、事柄の性質上執行部が予め処理

方針を立てていたらと思わされました。後者は、

一応懇談会という形になっていましたが、何の

資料もなく、長野クラブの森川さんから、実状

報告と特産品の販売があっただけでした。これ

も執行部で資料を整えてから再度諮りたいと

いうことで終わりました。どちらも大切なこと

ですから、もう少し実質的な議論ができるよう

準備がなされていたらと思わされたことでし

た。 

 

7 月第 2 例会 

2013 年 7 月 27 日(金)午後 8 時～9 時 40 分 

場所：富士吉田ふれあいセンター 

参加者：須藤、原 2、後藤、萱沼、三浦、武藤

＋まきちゃん 

須藤会長の開会点鐘で始まり、ワイズソング＆

ワイズの信条を唱和した。 

須藤会長は出来るときはやろうということで、

バナー・万国旗も飾り、正式例会とした。会長

あいさつは評議会の報告も含めて行った。 

一番の報告は、次々期部長の当番の東京セント

ラルの谷治会長が、たんぽぽクラブとの合同例

会でクラブ存続の状況なので、部長は受けられ

ないということ。その件に関しては、部長の招

集する会長会で対応することになっているが、



いまだ開催されていないこと。 

望月次期部長の時の第 1 回評議会（たぶん来年

の 7 月 12 日(土)になる）の当番の東京西クラブ

の吉田明弘さんより、部長の参加は必須なので、

富士五湖地域での開催も検討するというもの

でした。即答は避け、望月次期部長の意向によ

り検討相談することになった。 

評議会日程とは別に、部会日程も早めに決める

必要があるが、理事出席を想定して、理事との

調整も必要であるので、田中次期理事との調整

も進める(土曜日 10/11  10/18  10/25) 

次期部長時のスタッフ問題も今後検討してい

くものとする。クラブとしても交通費等の援助

をする方向で検討する。 

8 月納涼例会参加者：須藤、原 2、後藤、萱沼、

三浦、武藤、茅野、石丸、宮内。 

標さんは友人送別会で×。長田、acco さんは確

認する。その他は早めに連絡する。 

参加費：富士五湖 3000 円、以外 5000 円 

9/21(土)あずさ部会の参加：須藤・萱沼 OK、後

藤△：詳細が来たときに再確認する。 

（原 2：9/19～20 で石丸さんと富士登山なので

部会はお休み） 

9/28(土)山手 60 周年：原 2 参加＞直接申し込み

願います。 

9/27(金)富士五湖クラブは 9 月第 2 例会あり。 

ふくろうキャンプへの協賛：ウチワを提供する。

(武藤) 

第 4 回フライングデイスク大会の日程につい

て：三浦＞まだ不明、8/11(土)に協会の委員会

の前に打ち合わせ会があるので、その時に検討

してくれるとの事。11/16(土)希望とする。 

評議会・部会での場所案：赤い屋根、円形ホー

ル、忍野ふれあいセンター、学習センター 

山中湖センター90 周年募金：山梨 Y の半分 10

万円出すことになった。＞武藤さんが天野所長

に連絡して寄付することになった。 

望月喜代子さんの具合の件：まだ本調子でなく

本日の例会は欠席とのこと。早めの回復が望ま

れる。規約により、入院 10 日以上で見舞金

10000 円(武藤担当) 

9 時 40 分になったので、須藤会長の閉会点鐘で

終了とした。 

 

     

 

山梨 YMCA よりお礼状が届きましたので掲載

させていただきました。 

御礼 

主の御名を賛美いたします。 

日頃は、山梨ＹＭＣＡの諸事業にご理解ご支援

頂き，ありがとうございます。 

さて、この度は「山梨ＹＭＣＡケア・コミニテ

イづくり事業」協力募金に貴重なご寄附を賜り、

関係者一同を代表しまして心より感謝申し上

げます。 

貴方様からの善意の結晶は、まずは山梨ＹＭＣ

Ａ岡島デイサービスセンター「ぶどうの木」の

運営資金に当てさせて頂きます。その後、ケア

コミニﾃｲ作り事業中長期計画として第２次複

合型介護施設の取得(２０１５年頃)、第３次Ｙ

ＭＣＡ本館の改築(２０１８年以降)と続きます。

引き続きご支援ご協力のほど宜しくお願い申

し上げます。(以下省略) 

(富士五湖ワイズメンズクラブの皆様。ご協力い

ただき有難うございます。心より感謝申し上げ

ます。大沢) 

理事長 鈴木健司 募金委員長 大沢英二 

定議員会議長 岩間幸吉  

事業委員長 小野興子 総主事 露木淳司 

 

＜＞・山梨ＹＭＣＡコーナー・＜＞ 

担当主事 露木淳司（甲府 YMCA総主事）  

7月 10日、岡島百貨店の隣のビルの７階でよう

やく芽を出したデイサービスセンターぶどう

の木。アピールポイントは「まちなか」、そし

て岡島が提供するおいしい食事と、手厚い一流

看護師たちのケア。山梨 YMCA としては初の介



護事業ですが、その後多数の問合せ者が来訪し、

予想より早い利用者の登録が始まっています。

最終的なゴールはここで得られる多くの利用

者と従来の子ども達やユースリーダーとの多

世代間交流の実現です。そして富士五湖ワイズ

の皆様の協力を仰いで、同様の施設を郡内にも

開設したいと願っています。まずはこの初めて

の試みに対する設備投資や運営資金のための

協力募金を実施しておりますが、早速富士五湖

ワイズの皆さんから多額のご寄付をいただき

心より感謝申し上げます。個人献金も引き続き

受付中ですので、今後共ご支援ご協力のほど宜

しくお願い申し上げます。YMCAは今、サマープ

ログラムの真っ最中です。海に山に川に、連日

子ども達と繰り出し、体験活動を繰り広げてい

ます。２２日には富士山本八合目トモエ館にも

参上します。 

 

★ あ れ や こ れ や ・ ・ ・                            

原 淑子 

今月から新しいコーナーが出来ました。リレー

式で回って行きます。あれやこれや、 

色々、つれづれなるまま・・、this and that ・・ 

etc. 何でも良いです。 

宜しくお願いします。 

 

今では、ワイズのお蔭や個人でも海外旅行にあ

ちらこちら行きますが、36 才まで飛行機に乗っ

た事が有りませんでした。初めての飛行機の旅

は、1988 年 11 月の香港でした。知り合いに頼

まれてアメリカ人の女性との 4泊 5日の二人旅。

私は英語が、分からず（学校の英語の時間は何

だったんでしょう）、彼女は、日本語が分から

ずの珍道中。彼女がツアーで申し込んだのに、

二人の成田集合時間は出発 30 分前。当時は何

も分からず、慌ただしく飛行機に乗ると、どう

やら何回も呼び出しのアナウンスが入ってい

た様でした。 

香港滞在中もツアープログラムは全てキャン

セル。彼女が、あちこち連れて行ってくれまし

た。観光は、多少、ほとんどの時間は、彼女の

家族、友人（30 人分）へ送るクリスマスプレゼ

ントの購入。行く先には、日本人観光客はほと

んど居なかったり、外国の観光客ばかりだった

り。極め付けは、彼女が「イミテーションのジ

ュエリー」のお店に連れて行ってくれた事。ビ

ルの３階位に有り、部屋のドアが閉まっていて

ブザーを鳴らすと開けてくれました。中に入る

とドアが閉まり、鉄柵のドアがもう 1 枚。びっ

くりでした。部屋の中は、外国人が 7，8 人。

ケースの中には見るからにイミテーションの

ジュエリーがずらーっと並んでいました。結局、

彼女は何も買わず。外に出た時は、ホッとしま

した。そんなこんなで、クリスマスプレゼント

が、山の様にホテルの部屋に溜まりました。さ

ぁ、帰るまでにもう一仕事です。日本から持っ

て来た段ボールの箱と荷造り紐。これが、彼女

のスーツケースの中身でした。プレゼントを梱

包し始めましたが、出発の時間が迫って来てい

ました。彼女は、ツアーの現地のガイドのおじ

さんに頼んで続きの梱包をして貰い、船便で出

すように頼みました。又々ギリギリで出発に間

に合いましたが、何とビジネスシートでした。

彼女はワインを頼んで、「ラッキー！」と言っ

ていましたが、私は？？？‥家に着き気が付く

と、靴の底がボロボロになっていましたが、初

めての海外旅行の奇想天外さを多いに楽しみ

ました。それ以後、この楽しさにはまりました。 

☆次は、後藤明久さんお願いします。 

 

 

 

≪これからの予定≫ 

8/17(土)  納涼例会   にこん庵 

8/23(金)  8 月第 2 例会 ふれあいセンター 

9/10(火)  9 月第 1 例会 ふれあいセンター 

9/21(土)  あずさ部会  山手センター 

9/27(金)  9 月第 2 例会 ふれあいセンター 

10/5(土)～6(日) 第 11 回富士山例会 佐藤小屋 

10/19(土)～20(日)4 クラブ DBC 合同例会 草津 


