
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

  

 

   

 

  

 

   

  

                         

 

３月第 1例会 

２０１６年３月１９日～２０日 

     於：Anda別邸伊豆一碧湖ホテル 

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、ゲスト紹介 

５、卓話 

６、諸報告 

７、閉会点鐘   

第２部 食事会 

 

 

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 

２０１６年 富士五湖クラブ ３月ブリテン 第１３６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とアニバーサリー   

   メン  原 俊彦さん（３月２１日） 

メネット 武藤敏彦さん(３月２４日) 

 

今月のアニバーサリー 

 

☆ 三浦洋美＆正夫夫妻 (３月１７日) 

☆ 望月 勉＆喜代子夫妻（３月２８日） 

おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

２月のデータ 

  会員数    １３名 

  例会出席    １１名 

例会出席率       ８５％        

ニコニコ BOX        １７，９９１円 

      累計   １８，３５１円 

 

 

 

～雪に埋もれた忍野の畑 

 



2016 年 2 月第 1 例会報告 

後藤 

日時；2016 年 2 月 9 日(火)午後 8 時～9 時 30

分 

場所；富士吉田市ふれあいセンター 

参加者；望月 2、後藤 2、茅野、三浦、武藤

＋マキちゃん、露木総主事、中田久仁 

小池会長お休みのため、事務局開会あいさつ

で議事に入った。 

卓話の日程；小山久恵さん予定＞5/10（火）

第 1 候補＞2/13 評議会で確認 

伊東移動例会；3/19～20（土日）会費 20000

円/名（望月車、三浦車） 

朝 8：30 出発、昼食は須藤さんと予定。 

4/23（土）フライングディスク大会；パイン

ズ 

パーク申込（望月）、CS 特別賞の報告を市長

に 

行う。市長賞、議長賞も申請する。 

3 月に入り、各施設に案内を出す（三浦） 

ディスク拾いなどに中学生、高校生のボラン

ティアを依頼する。 

山梨 YMCA 新任の中田久仁さんの紹介（露

木総主事） 

学童クラブの女性スタッフの義弟、甲府 21

と富士五湖の連絡主事となる。 

甲斐市出身、横浜で工業機械部品会社の営業

職だった。子供好き。 

1 月より山梨 YMCA 入職。1974 年生、A 型。 

 

 

2/13（土）あずさ部評議会（松本）；原 2（現

地集合）、小池、望月 2、後藤 2、茅野 

8:00 望月宅出発、小池宅、双葉 SA 茅野合流

で松本に向かう。 

3/5-6 次期会長・部役員研修会（東山荘）；原

次期会長、後藤昭子次期部 CS 主査 

3/19-20 伊東移動例会について；アンダ別邸

伊豆一碧湖（望月） 

伊東久保田部長懇親会のみ参加する。 

 

〈これからの予定〉 

2/13（土）あずさ部松本評議会 

2/21（日）富士宮クラブ 20 周年記念例会 

3/5～6（土・日）次期会長・部役員研修会 

3/19～20（土・日）伊東移動例会；須藤さん

卓話 

4/16～17（土日）DBC 締結（草津）；小池、

原 2、茅野（区部含めて原さん担当） 

4/23（土）第 6 回富士五湖フライングディス

ク大会 

5/29（日）御殿場クラブ 30 周年記念例会 

6/11（土）チャリティラン（小瀬の補助競技

場） 

定刻となり、議事を終了して時間を許すメン

バーで、恒例のサイゼに場所を移し、中田さ

んの歓迎会を行った。今後とも宜しくお願い

致します。 

 

 

 

第２回 あずさ部きさらぎ評議会 

                               

茅野信雄 

さる2月13日、松本クラブのホストで「あずさ

部きさらぎ評議会」が松本で開催されました。

会場は旧制松本高等学校の校舎跡、約50名の代

表が参加して開催されました。この会で次年度

部役員が承認されました。また、CS事業助成金

についても提案が承認され、わが富士五湖クラ

ブも、「第6回障がい者フライングディスク大

会in郡内」に対して60,000円の助成をいただき

ました。その後、懇親会では、ご当地名産の鯉の

あらい、お蕎麦をいただきながらワイズの未来で

大議論、部会や評議会の魅力を高めて参加者を増

やすなど、部の活性化が重要との意見がありまし

た。とても有意義な会でした。 



 

参加者：小池、原２、望月２、茅野、後藤２ 

 

 

２０１６年２月第２例会報告 

後藤 

日時；2016 年 2 月 26 日（金）午後 8 時～9

時 30 分 

場所；富士吉田市ふれあいセンター 

参加者；望月(勉)、長田、茅野、後藤 2、武藤

＋マキちゃん 

小池会長不在の為、後藤司会で議事に入った。 

① 4 クラブ DBC 合同例会の件 

原さん担当で進めたが、草津・甲府 21 と

の方向性の違いから、トライアングル

DBC 締結はしないとの事になった。今ま

での付き合いと今後の為に、4/16～17(土

日)の草津での DBC 交流会にオブザーバ

ー参加することになった。小池会長、原 2、

茅野さん、宜しくお願いします。 

② 4/23(土)フライングディスク大会につい

て 

高校生ボランティア；ひばりヶ丘高校難

しい、北稜高校に打診する（三浦） 

パインズパーク会場は予約済み、市長賞

申請、市の広報紙掲載も打診する（望月） 

ワイズ関係には、ワイズメール利用、あ

ずさ部長はじめ他クラブにも協力をお願

いする。 

③ 東京サンライズ山中湖ワークについて 

4/23～24（土日）で、4/23 夜に合同例会

を予定している。 

④ 3/19～20(土日)伊東移動例会について 

甲府 21 の松村夫妻参加予定、茅野さんが

回って連れてくる。 

望月；急遽、3/15 入院、胃の手術の為、

行けなくなった。車は提供する。 

宿は 12 人予約してある。3/13 までに参加

者確定する。 

昼食から須藤さんと合流予定。望月車・

三浦車 2 台でいく。 

現在の予定者；原 2、後藤 2、三浦、武藤、

茅野、松村 2、須藤。△長田。小池要確認。 

⑤ 久恵さん卓話の件 

5/27(金)に原さん別邸で予定していたが、

5/28 石巻クラブチャーターナイトで再検

討する。 

5/13(金)、5/20(金)で原さんに確認して、

久恵さんに打診する。 

⑥ 6/4～5(土日)長野区大会；望月 2、原 2、

後藤 2、茅野（各自で申し込む） 

宿は後藤がまとめて予約済み。 

直前で人数確定して、キャンセルする。 

⑦ 今後の予定；3/8(火)例会はお休み；各種

事項はメールで確認する。 

3/5～6(土日)；次期会長＆部役員研修会

(原俊彦、acco) 

3/19～20(土日)；伊東移動例会(望月宅

8:30 集合出発) 

3/25(金)；3 月第 2 例会 

4/12(火)；4 月第 1 例会 

4/22(金)；4 月第 2 例会。 

4/23(土)；フライングディスク大会、山中

湖合同例会。 

＊喜代子さんがインフルエンザ A 型にか

かり、お休み。皆さんご自愛ください。 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 



「あれやこれや」 

武藤五子 

年の春から娘のマキと夕食後にウォーキングに行くようになった。 

雨など降らないかぎり今年の１月の大雪が降った時まで続けてきた。 

夏は涼しく、寒い時でも空の星がきれいで四季の移り変わりを感じながらけっこう気持ちよくなかなか

よかった。 

雪がとけた後、まだ寒いので3月になったらまた行こうとマキに言ってあった。 

とうとう3月になり行かなければならなくなった。 

出かけるまではおっくうだったが、寒くでも出かけてしまうと星や富士吉田市の街の夜景もとても綺

麗で、また今年も頑張ろうと思った。 

 

山梨 YMCA だより 

露木淳司 

2016 年度の山梨 YMCA 事業計画では重点目標の一つに人材育成を掲げています。先日に皆様に紹

介させていただいた中田久仁を 1 月に採用したほか、4 月より学童保育プライムタイムのスタッフと

して 1 人、非常勤 3 人を採用する予定です。これでフルタイムスタッフはぶどうの木を入れると 7 人

になります。かつてしばらく 3 人で回していた時代を思い起こすと夢のようです。人数はそろってき

ましたが、YMCA スタッフとしての資質を身に付けていただくのにいましばらく時間を必要とするで

しょう。 

ただ人材が増えたことで、これまで以上に事業の幅を広げることが可能になります。さしあたって、

この 4 月よりサッカープログラムを立ち上げる予定です。また、野外活動も積極的に企画していこう

と思っています。そして来年 4 月からは発達障がい児のための放課後等児童デイサービスを開設する

準備をしています。山梨 YMCA は 2013 年のぶどうの木オープンをきっかけに右肩上がり傾向に入っ

ています。会館再建を前に確固たる財政基盤を確立し、時代と地域のニーズを見極めながら、YMCA

ブランドにふさわしい事業運営を今後も続けていきたいと願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

3/5(土)～6(日)   次期会長＆部役員研修会      御殿場 東山荘 

3/19(土)～20(日)  3 月伊東移動例会         伊東温泉 

3/25(金)      3 月第 2 例会           ふれあいセンター 

4/12(火)      4 月第 1 例会           ふれあいセンター 

4/22(金)      4 月第 2 例会           ふれあいセンター 

4/23(土)      第 6 回障がい者フライングデｲスク大会 パイインズパーク 

                  山中湖合同例会(東京サンライズ合同) 東京Ｙ山中湖センター 

5/10(火)      5 月第 1 例会           ふれあいセンター 

5/27(金)      5 月第 2 例会 小山久恵さん卓話予定 原メン河口湖別荘 

5/29(日)      御殿場クラブ 30 周年記念例会    御殿場 東山荘 

6/4(土)~6/5(日)   第 19 回東日本区大会        長野 

6/11(土)      山梨ＹＭＣＡチャリテイラン 


