
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「常に最善をつくそう !!」 

 
 

何時もながら、私個人 間際の行動が多く、

常に追いかけられながら日々過ごしてお

り、3日先の行動が読めない ? 

と、各位指摘されてしまいます！ 

誰もが同じゆとりを持って、楽しく意義の

在るワイズ活動を目指します。

 

7 月キックオフ例会 

2015 年 7 月 7 日(火)PM8 時～ふれあいセンター 

 

開会点鐘             

会長あいさつ 

ワイズソング＆ワイズの信条 

諸報告 

全員とーく 

今月のハッピーバースデー＆アニバーサリー  

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 

２０１５年 富士五湖クラブ ７月ブリテン 第１２９号 

国際会長：Wichian Boonmapajorn(タイ) 

主題：「信念のあるミッション」（Mission with Faith） 

アジア地域会長：Edward K.W.Ong(シンガポール） 

主題：「愛をもって奉仕をしょう」 （Through Love, Serve） 

東日本区理事：渡辺隆(甲府） 

主題: 「原点に立って、未来へステップ」 

あずさ部長：標 克明 

「ワイズメンとして一歩前進」 

富士五湖クラブ会長：小池亦彦 

  『常に最善をつくそう！！』 

会長 小池亦彦 

副会長 望月 勉 

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 後藤昭子          

 

 

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。 

 

 ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰは該当がありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月のデータ 

  会員数   １４名 

  例会出席   １２名 

例会出席率         ７９％        

ニコニコ BOX            ０円 

累計  １５，１８２円 

 

会長 小池亦彦 

前年度あずさ部、望月部

長の主題を引き継ぎ、今

期、スピードと計画性を

持って一年を進みたい

と、思います。 

 



新年度に望み 

富士五湖クラブがチャーターして、初の新入

会員！として、河口湖畔のレストランにて、

入会式を迎えはや良く年月干支が一周して

しまいました。 

「ボランティア?」という言葉に惑わされて

いた 20代の頃ふとしたキッカケで YACAに出

会い触れて、はては多々大なるお陰をもち今

日が在ります。人の出会いは粋なもの? ワイ

ズと出会い更にそれが広がりつつ在ります。 

今期 あずさ部 部長 標 克明 さんと

は随分前に出会っていた事を最近になって

思い起こしました。 

今は年間の普通の地区の行事となった「春日

井町の笈形焼」当時私も含め現富士五湖クラ

ブ後藤会員他数名が山梨県各地の意志高き

メンバー数十人と協力し 5年以上の年月を

かけて復活に漕ぎ着けた一つのプロジェク

トです。標 克明さん最も重要な担当 手づ

くり 笈形なので 1ヶ月以上かけて裸電球

を山中に形のように配線し並べ左右に 

分かれ点灯する。そんな計画を進め、その要

である点灯スイッチを入れる係りを受け持

って頂いてました。努力が報われ大成功に終

わり かたずけの後の桜の木の下での反省

会.せの高い人だな...が印象的でした。 

若かりしころ目指した士気を忘れず 今期 

最善を尽くし常に一流を目指し走って行き

たいと思います。 

 

   参照 ポール・ラッシュ Do Your best、

and it must be first class 

「最善を尽くせ、しかも一流であれ」 

 

 

第 18 回東日本区大会に参加して… 

 
～それぞれに～ 

 
望月 勉 

６月６日、７日 神奈川県厚木市で第１８回

東日本区大会が開催されました。私達夫婦は

前日の東日本区役員から出席のため２泊３

日の大会でした。あずさ部長として最後の大

きな仕事は、あずさ部全クラブの活動を大会

の中で発表することです。前日のリハーサル

もあったため、本番では自分でも満足できる

発表でした。これもパワーポイントを作って

くれた原夫婦のおかげです。 

夜の晩餐会は東日本区全部長と１年間の苦

労話で話がはずみました。２次会は今回も富

士五湖クラブが中心です。後藤夫妻、原夫妻、

小池さん、茅野さんそして望月２名 計８名

が参加しました。２日目の大会では富士五湖

クラブがＣＳ活動特別賞、優秀クラブ賞に八

王子クラブ、理事特別賞に武蔵野多摩クラブ

が表彰されました。 

あずさ部長として各クラブに感謝します。 

役員引き継ぎ式では１年間の思い出が頭の

中に次から次と浮かんできて感動するもの

がありました。１年間富士五湖クラブの皆様

にお礼申し上げます。 

 
 

原 俊彦 

6月6日～7日、第18回東日本区大会が厚木ク

ラブのホストにより厚木市文化会館に於い

て開催されました。厚木市は自宅から小田急

線で40分と比較的近距離にある為、犬のマロ

ンをペットショップに預け自宅に戻り、さー

出かけようと思ったその時、後藤さんから

「いま何処にいるの？一緒にお茶して食事

しない？」・・・との電話。9時半過ぎには

もう会場に着いているとの事。驚いて急ぎ厚

木へ向けて出発。厚木に着いたのが12時少し

前、早々に食事と受付を済ませ他のメンバー

と一緒に場内へ。開会に先立ち地元の子供た

ちによる和太鼓の迫力ある演奏、そしてバナ

ーセレモニーで大会がスタート。今回ユニー

クだったのは記念講演の中で参加者が壇上

に上がって実際にロボットに触れ実演に参

加した事でした。晩餐会はホテル・レンブラ

ントで開催されましたが、430名もの参加者

に会場は溢れんばかりでした。2日目の東日

本区アワーでは、富士五湖クラブは念願の

「CS特別賞」と言う理事賞を頂き昭子会長が

晴れの表彰台にのぼりました。地元に根ざし

たクラブ単独でのプログラムが認められた

もので、これからの活動に大いに弾みがつき

ました。表彰式の後、青木元国際会長の司式



で田中理事から甲府の渡辺次期理事にしっ

かりとバッヂが引き継がれいよいよ「渡部

丸」のスタートです。大会を終えクラブ恒例

のスーパー温泉へ直行、美味しい食事とお酒

で日頃の疲れを癒しました。天候にも恵まれ

素晴らしい大会でした。 

 

原 淑子 

6月 6日〜7日、第 18回東日本区大会は、厚

木で行われました。今回は、自宅から小田急

線 1 本で行く事が出来便利でした。6 日は、

厚木文化会館で迫力の有る白龍太鼓で始ま

りました。バナーセレモニーで各クラブ会長

が登壇。フレーフレーアッッコ会長！開会式

では、厚木市長のご挨拶を頂きました。いよ

いよ東日本区アワーⅠです。年次報告、代議

員報告、事業主任報告と続き、いよいよ、部

長報告。あずさ部望月部長の番となりました。

いつもの望月節。メリハリが有り、思わず耳

を傾けます。お疲れ様でした。今回、報告の

中で、北東部部長の報告は、全て映像でした。

金丸部長のお声は聞けませんでしたが、報告

での新たな手法の一つと思いました。その後、

神奈川県工科大学先進技術研究所所長の山

本圭治教授郎による「ロボットのちから」の

講演と実際に色々なロボットを直に触った

り、動かす事が出来ました。手のロボット、

介護用ロボットとかを動かして体験しまし

た。レンブラントホテルでの「移動・厚木中

学校吹奏楽部演奏」は、中学生とは思えない

程の演奏で感動しました。アンコールもお願

いしたのですが、時間の関係上無理との事で

とても残念！晩餐会は、参加者がメインホー

ルに入りきれず、控えのホールも使われまし

た。解散後、富士五湖クラブ全員、有志で２

次会へ。 

7日（日）は、9:30から、単立座間バブテス

ト教会の深野昭仁牧師による聖日礼拝が行

われました。奨励は「主はあたえ主は奪う」

でした。東日本区アワーⅡは、表彰式、引き

継ぎ式で、富士五湖クラブは CS 事業「障が

い者フライングディスク大会」で特別賞を頂

きました。これからの活動に励みになりまし

た。大会終了後、宿泊ホテル（レンブラント

ホテル）系列の温泉へ行き、汗を流しました。

お疲れ様でした。 

 

茅野信雄 

東日本区大会に参加し、非常に刺激を受けまし

た。私の座った晩餐会の席は、若い人が多く、

従来のワイズメンクラブとは異なる世代の

人々が増えていることを実感しました。来年の

長野大会も楽しみです。（しろころホルモン、

おいしかったです。） 
 

後藤昭子 

会長として初のバナーセレモニーと翌日はＣ

Ｓ特別賞をいただき晴れ舞台に立つことがで

きました。とてもうれしかったです。ありがと

うございました。また、懇親会は理事の希望と

いうことでシャッフル席でしたので新しいワ

イズメンとの出会いもありよかったです。 

美味しく食べて飲んで語って楽しい大会でし

た。私たちも区大会をホストしたから今年の厚

木クラブの方々のご苦労もよくわかりました。 

素晴らしい大会をありがとうございました！ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

後藤明久 

今回の厚木大会は、田中理事年度の集大成と

厚木の手作り感の伝わる良い二日間でした。

白龍太鼓で始まり、望月部長と acco 会長の

参加したバナーセレモニー、理事をはじめと

する報告会、「未来へ」向かうロボットのチ

カラ講演と体験会、厚木中学吹奏楽部の演奏

と晩餐会。ランダムに配置された席順で新し

い出会いもあり良かったです。田中理事差し

入れのワインが美味で何ボン飲んだことか

（笑）。楽しい勢いで富士五湖恒例の 2 次会

へ、なぜか 20 人以上が集まっての盛り上が

り。4次会まで回って・・ホテルの帰れたの

が奇跡！二日目表彰で田中理事より『CS 特

別賞』を acco 会長が受け取り長年の活動が

評価され感無量でした。終了後、温泉につか

り楽しい二日間が終了。 

         

 

                   

                      
              

  



第 18 回山梨ＹＭＣＡチャリテイーラン 
 

６月 13 日(土)に小瀬スポーツ公園・山梨中銀

スタジアムで行われました。6 月とは名ばかり

で夏さながらの暑い日となり、熱中症等、体調

管理をする様にと大会挨拶でも有りました。 

 
富士五湖クラブは、「山梨県障がい者フライン

グディスク協会」のお手伝いをしました。 

既に走り終えた子供達が三々五々集まりフラ

イングディスクをしました。ディスク拾いも 

暑さの中ではバテ気味になりそうでしたが、今

年は、何組かがペアで投げ合っていたので 

ディスク拾いもさほど無く助かりました。全て

走り終わり、昼食。午後から閉会式となり、 

成績発表。 

 
1 位 ソロプチミスト（国際ソロプチミスト/

山梨/山梨南/山梨芙蓉/山梨クリスタル） 

＜代走/ファイブスター＞：20 分 20 秒 11 

2 位 （株）シャルム（シャルム山城/キッズダ

イヤモンド）＜自走＞：21 分 32 秒 63 

3 位 （株）山梨広告運送（山梨広告運送）＜

代走/サンニチランナーズクラブ＞：21 分 50

秒 16 

でした。富士五湖クラブ原俊彦さんの光伸プラ

ンニングも代走＜山梨県立大学 H チーム＞ 

で出場しました。結果は、48 位・34 分 59 秒

63 でした。表彰式では、スピード賞１位の贈

呈で望月部長の代わりに原俊彦あずさ部書記。

2 位 3 位は、後藤昭子会長が贈呈しました。支

援金贈呈は、田中司郎大会実行委員長より露木

山梨 YMCA総主事へ 180万円贈呈されました。 

抽選会では、富士五湖クラブは、冷風機とオー

ブントースターを献品しました。 

無事に終わり、帰路に着きました。参加者は、

後藤昭子、明久、望月喜代子、原俊彦、淑子で

した。暑い中、お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月第 1例会報告 

 
2015年 6月 9日(火)ＰＭ8時～ 

於：ふれあいセンター 

参加者：後藤 2、原 2、茅野、望月(喜)、小

池、三浦、武藤＋マキ 

 

acco 会長より、厚木区大会ご苦労様でした、

楽しく盛り上がった大会でよかったです。富

士五湖クラブは念願のCS特別賞を頂きまし

た。障害者フライングディスク大会とパイン

ズパーク遊歩道整備、献金協力が評価されま

した。10 年 20 年とこれからも地域に根差し

た大会を続けていきましょうと挨拶があり

ました。 

議事中心の例会として各種議題を話し合い

ました。 

須藤さんより＞今食べている、お菓子が送ら

れてきて、はがきも来ました。来年の伊東で

の移動例会へ発展させましょう。担当は長田

さんです、宜しくお願いします。 

区大会交通費補助＞＠2000 円参加者全員

（会計）。参加者は全員感想を書いて提出す

る。料理も良く、会場いっぱいの参加者でよ

かったです。田中理事からの 100 本のワイ

ズワインの差し入れはさすが！でした。料金

も安くできて、厚木の苦労と力強さに感じ入

りました。来年の長野大会にどう生かしてい

くか・・・ 

6/13（土）山梨 YMCA チャリティーラン＞

 

 
 



献品はホット＆クールハイタワー扇、オーブ

ントースター 

参加者；後藤 2、原 2、望月（喜）  9:15

小瀬集合 

6/18（水）定期総会＞総会資料の現行の提出

をお願いします。会費建て替え等の精算もお

願いします。 

大津クラブの解散について＞甲府 21 のちの

会員仲介で、大津久保田会長より、会長へメ

ール報告ありました。富士五湖の今後の

DBC はどうするか考えていきましょう。希

望クラブを出して下さい。 

次年度年会費＞1 名 48000 円、夫婦 90000

円で継続する。 

ネパール地震募金＞クラブより 10000 円拠

出する（会計） 

次年度日程＞細かく設定した。納涼例会

8/22or29（土）、富士山例会 9/25-26（土日）、

新年例会 1/15-16（金土）、2 月又は 3 月で伊

東での移動例会、第 6 回フライングディスク

大会 4/23（土） 

評議会部会は決まっているので、定期総会資

料に掲載する。 

時間通り終了し、時間の許せるメンバーは恒

例のサイゼに場所を移して懇親を深めた。お

疲れ様でした。 

 

 

6 月第 2例会報告 

 
2015年 6月 18日(木)ＰＭ8時～ 

於：ふれあいセンター 

参加者：後藤 2、望月 2、原 2、小池、三浦、

茅野、武藤＋マキ 

 

今年初めての試みで 2014年度の定期総会を

6月の最終例会で行いました。 

後藤書記の開会宣言に続き acco会長のあい

さつ、議長選出～総会成立宣言～議事に入り

ました。会長、各委員長からの事業報告、会

計より決算報告がなされました。 

新役員の選出がなされ、承認後、会長交代 

2015年度行事予定案、委員会別事業計画案、

予算案の審議がなされました。 

   

        

 

 

 
             ﾊ 引き継ぎ 

               

2015年度役員一覧 

会 長     小池亦彦 

副会長     望月 勉 

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    後藤昭子 

担当主事    露木淳司 

ＣＳ      三浦洋美 武藤五子 

Ｙサ・ユース  石田元志 

ＢＦ・ＴＯＦ  長田洋二 

ＥＭＣ     茅野信雄 

ＤＢＣ・ＩＢＣ 原 俊彦・望月 勉 

ブリテン    原 淑子・後藤昭子 

広 報     後藤明久 

富士山例会   後藤明久・望月喜代子 

ｸｯｷｰﾌｧﾝﾄﾞ    三浦洋美 

 

その他 

次年度は事業収入を増やすためにクッキー

のほかに販売品を考える。 

・富士山カレンダー・豆もち・ハーブテイ 

・みぎわ製品などの意見が出された。 

富士山例会のオプショナルツアーは五合目

Ｐ～三合目バス停までのコースの検討 

露木担当主事の会費をクラブで数年負担し

てきたが、会計が圧迫するため相談して山梨

Ｙが会費負担してくれることになった。 

 

 

～伊豆からの便り～ 

                               

須藤 繁 

 原さんからは富士五湖ワイズの思い出を

との依頼でしたが、このところ私の老人力が

ますます旺盛になり、思い出想起力は送別会

辺りがピークで、その後は淡い縞状記憶に変

化しつつあります。そこで、申し訳ありませ

んが、思い出は後藤夫妻に作って頂いた宝石

のようなアルバムに暫く仕舞っておくこと

にして、その代わりここ伊東の地から時折お

便りを出したいと思います。 

 もともと広く動き回るのが苦手だった私

が、妻から「色々し過ぎです。」とまで言わ

れるようになったのは、富士五湖ワイズのお

蔭だろうと思っています。その結果、心臓ま

でいろいろ使い過ぎたのか、こちらに来て息

苦しい日が続き、専門の医師に診てもらった

ら、心臓の弁を取り換えなくてはならなくな

 



りました。６月２６日に手術で、それから２，

３週間入院します。手術のリスクは１パーセ

ント以下と聞きましたから、なんとか生還で

きるだろうと思います。幸いなことに、口、

食道、胃などは全く異常がないので、ワイズ

でのあの試食会の時のように、初めての病院

食というものを精々楽しみたいと思ってい

ます。でも大体病院食はまずいと言われます

ので、その時はどうしようかというのが悩み

です。ただ、何回も受けた検査の結果、肝臓

も異常はないし、血管は３０代後半の柔らか

さとお墨付きを頂いたので、手術さえ終われ

ば、お餞別に頂いた色々な飲み物が冷蔵庫で

私を待ちかねていることを楽しみに、いっと

きの苦難はこれを耐えようと決心しました。 

 食事といえば、このゆうゆうの里の食事も

楽しみの１つです。港が近いせいか色々なお

刺身がでます。金目の煮付けや干物も出して

くれます。今日の昼食は「桜海老と湘南シラ

スの彩り丼」で名前からして食欲をそそりま

す。でも、とりわけのお楽しみは、月に１度

お酒と色々なおつまみが用意される晩酌タ

イムです。この時は普段あまりお顔を拝見し

たことのない男性が多数現れます。ただ、お

酒の銘柄が「大関」以外聞いたことのないも

のばかりなのがまことに残念で、今度、怒ら

れるかもしれませんが、ワイズの時のように

持ち込みができるのか聞いてみたいと思っ

ています。女性向きには、食堂のシェフが作

るチーズケーキや、伊東市内の老舗の和菓子

屋さんの季節の生菓子などが用意されます。

その日には各部屋に大きく響く館内放送が

流れます。先日その放送を聞いて談話室に行

くと、９０歳を過ぎていると思われる老女２

人が、ソファアに向かい合って座り、おしゃ

べりをしながら美味しそうにソフトクリー

ムを食べていました。小豆味が人気だそうで

すが、いい光景でした。 

 

《 会員の新年度の抱負 》 

 

三浦洋美…昨年度、当クラブが東日本区地域

奉仕特別賞を頂き嬉しく思うと同時にこれか

らも賞に恥じないようより一層の努力と工夫

が必要と感じています。これからも障害者フラ

イングデイスク大会を継続して行うためにサ

ポートしていただけろ仲間を作っていきたい

と思います。また、多くのワイズメンと出会え

ることを楽しみにしたいです。 

 

原 俊彦…昨年度、須藤さんが突然、「仕事

も含め全ての現役活動を辞めて伊豆高原に

転居します。」 

とのリタイア宣言をされた為、好むと好まざ

るとに拘らずいきなり「クラブ最年長者」と

成ってしまいました。今年は多くを望まず、

"あらゆる会合、イベントに先ずは出席第一"

をモットーに皆さんに遅れを取らない事を

最重要課題としたいと思っています。ただ、

DBCに付いては何とか今年中に締結式に結び

つけたいですね。少人数とはいえ富士五湖ク

ラブは望月夫妻、後藤夫妻を中心にコアメン

バーの結束が硬いため、今年度も昨年の「CS

理事特別賞」に恥じない「何時までも元気な

クラブ」であって欲しいと願っています。 

 

原 淑子…小池会長の下、今年も富士五湖の

パワーで楽しい１年となります様に参加さ

せて頂きます。昨年度は、東日本区大会で地

域奉仕事業表彰の内、CS 活動特別賞を頂き

ました。今年も障がい者フライングディスク

大会や富士山例会等で頑張ります。又、DBC

や IBC でも進展出来ればと思います。 

 

望月 勉…去年１年間はあずさ部の仕事に

追いまくられ何の猶予もない１年間でした

ので、今年は私なりに富士五湖クラブに貢献

したいと思います。 

具体的にはスタンディングクラブに富士五

湖クラブを復帰させることです。 

３度目の国際ブースター賞を目指して活動

したいと思います。 

富士山例会と、フライングディスク大会、Ｙ

ＭＣＡバザーチャリティーラン 

そして第１９回東日本区大会には必ず参加

したいと思います。 

 

武藤五子…今年も出来ない事を考えてもしょ

うがないので、無理せずに出来る事を頑張らせ

ていただきます。エイエイオー 

 

acco…会長年度が終わり、今年は書記として

ブリテン編集担当としてまんねん事務局と

して～今年度も元気に活きましょう!! 

年を重ねることに周知してきた富士山例会

とフライングデイスク大会と新年例会と… 

楽しく活動していきましょう!! ｴｲｴｲｵｰ 

 

 



あれやこれや 息子の家を新築 

望月喜代子 

昨年１２月２４日、次男の家の建前をしました。かなり大きな家のため、主人は富士山山開きま

でに住めるようにはなるだろうと言っていました。１月から４月中旬までは、お客さんの仕事を

しながら、ゆっくりペースで新築工事は進行していました。４月下旬から５月の大型連休には、

米作りの農作業とお祭り、もちろんワイズは毎週のようにあります。６月下旬には富士山に行か

なければなりません。５月１５日に、主人が次男の引っ越しを６月２０日（土）、その前に家の

完成検査と宣言。工事は急ピッチです。大工の仕事が終了した部屋から下職を煽り、現場は６月

になって戦場のようです。主人は毎日下職に電話、自分も夜８時過ぎまで、土日関係なく仕事で

す。私も毎日１０時、３時のお茶入れと、カーテン工事も私の仕事です。設計士さんの「６月１

８日完成検査は無理」との言葉も聞かず、ついには朝６時から夜９時まで仕事を続けて、６月１

８日の完成検査をクリア。下職が仕事をしている中、６月２０日無理矢理貸家から引っ越しを強

行、ついにその日から息子家族３人は新築の家で住み始めました。６月２６日現在、工事はまだ

続いています。大工仕事は今年の冬に完成させるそうです。大変な１ヶ月でした。 

 

 

≪ＹＭＣＡだより≫ 

                                      露木淳司 

 6月 14日（土）、小瀬の山梨中銀スタジアムで開催されました第 18回チャリティーランへのご

協力、本当にありがとうございました。今回は 57 チームと過去 2 番めの出場チーム数に達しま

した。そして今年も梅雨期にもかかわらずよく晴れて、チャリティーランは雨が降らないのジン

クスをつなぐことができました。甲府クラブの皆様には主に会場部で、21クラブの皆様にはレー

ス部で、富士五湖クラブの皆様にはフライングディスクコーナーなどでそれぞれご活躍いただき

ました。そして、来賓として樋口雄一市長もかけつけて下さり、力強い励ましの言葉を賜りまし

た。与えられました収益は山梨 YMCA や全国で行われている障がい児プログラムに有効に活用さ

せていただきます。 

 YMCAは今夏のプログラムを控え、参加者募集に全力を上げております。そいて暑い甲府の夏を

無事乗り越えようと英気を蓄えているところです。皆様も健康にはくれぐれもお気をつけいただ

き、夏を楽しみましょう。 

 

 

 

  

これからの予定 

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

 7 月 17 日(金)PM 8 時～    7 月第 2 例会    ふれあいセンター 

 7 月 18 日(土)PM12 時～        あずさ部第 1 回評議会 目白聖公会 

 7 月 31 日(金)～8 月 2 日(日)  第 26 回アジア大会 京都  

 8 月 11 日(火)PM 8 時～        8 月第 1 例会    ふれあいセンター 

 8 月 29 日(土)              8 月納涼例会 

 9 月 8 日(火)PM               8 時～9 月第 1 例会    ふれあいセンター 

 9 月 25 日(金)PM               8 時～9 月第 2 例会    ふれあいセンター 

 9 月 26 日(土)～27 日(日)       第 13 回富士山例会 富士山 5 合目 佐藤小屋 


