
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 年 7 月キックオフ例会 

 

日時；2016 年 7 月 8 日(金)午後 8 時～9 時 40 分 

場所；富士吉田市ふれあいセンター 

参加者；原 2、小池、望月 2、後藤 2、三浦、茅野、

武藤＋まきちゃん 

万国旗を飾り、富士五湖バナーを立てて、鐘とギ

ャベルを準備して、まず小池直前会長より原新会

長に会長バッジを付けて、固い握手でバトンタッ

チ、原会長の開会点鐘でキックオフです。ワイズ

ソング＆ワイズの信条を唱和して、2016-2017 年

度の富士五湖クラブの開始です。 

 

原新会長より挨拶があり、ワイズ 34 年、富士五

湖クラブに転入会して 6 年、やっと会長職につき

ます。富士五湖クラブの伝統を守りつつ、独自な

発展を目指して頑張っていきますのでよろしく

 

８月第１例会 

２０１６年８月１９日(金) PM８時～ 

     於：ふれあいセンター 

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、議事 

５、諸報告 

６、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 

２０１６年 富士五湖クラブ ８月ブリテン 第１４１号 

国 際 会 長 ：Joan Wilson（カナダ） 

「私たちの未来は、今日より始まる」 

アジア地域会長：Tung Ming Hsiao （台湾） 

「ワイズ運動を尊重しよう」 

東日本区理事：利根川 恵子（川越） 

「明日に向かって、今日動こう 」 

あずさ部長：浅羽俊一郎(東京山手) 

「あずさ部は賜物の宝庫。もっと活かそうぜ！」 

  

富士五湖クラブ会長：原 俊彦 

  『一人ひとり持ち味を出して輝こう！』 

会長 原 俊彦 

副会長 茅野信雄 

副会長 望月 勉 

書記 後藤明久 

会計 武藤五子 

会計 望月喜代子 

直前会長 小池亦彦          

 

 

７月のデータ 

  会員数    １１名 

  例会出席    １０名 

例会出席率       ９１％        

ニコニコ BOX   累計       ０円 

 

 



お願い致します。部長主題を受けて「一人一人輝

こう」としました。休会が増えて 11 人体制とな

ってしまいましたが、富士五湖クラブの自力から

すれば問題ないと思っております。4 名会員増強

してスタンディングクラブを目指しましよう！

今年度方針として DBC 活動も進めていきたい、

ご近所クラブとして御殿場クラブとは良い関係

を続け、京都洛中クラブとは先日の西日本区大会

では同じテーブルで意気投合した。DBC 締結を

前提に富士山例会などを通じて積極的に交流を

進めたい。 

《議事》 

7/17（土）評議会の出欠；小池、後藤 2、原 2、

茅野（全員東京西クラブ 40 周年にも参加） 

7/18（日）東京多摩みなみクラブチャーターナイ

ト；原 2、後藤 2（小池は法事で欠席＞acco 連絡

する） 

富士山例会について 

富士山例会のチラシ作製し評議会で配布アピー

ルする。二日目オプションコース＞奥庭ゆったり

散策コース。ご来光ツアー；今回は望月さん不可

＞2 人の責任者を決めて対応する＞小池、駒ちゃ

んガイド（いない場合後藤対応）；参加者には寝

不足対応で 11 時までの就寝指導する。 

おもてなしの時間 30～40 分；国際大会参加ユー

スの卓話検討する。 

山梨 YMCA バスを再要請する；特に 2 日目の下

りが必要なので対応してもらえると助かる。担当

の中田主事の参加も要請する。バスなど車両状況

により、馬返しまでは各自バスなどで移動しても

らう。参加者の車での五合目への乗り入れを検討 

する（現地集合を前提にする必要もある）。二日

目のオプションの奥庭散策への移動ができるか

がポイント。電車バスで来る参加者が何人かで判

断か… 

料金は昨年の反省より、日帰り 6000 円、宿泊 

12000 円。ユースは日帰り 3000 円宿泊 5000 円

にしてより多くの参加者を募る。メンバーに勧誘

したい人もユース対応で気軽に参加してもらう 

メンバー勧誘希望は各自、健大生、堀内弁護士夫

妻は三浦連絡する。京都洛中クラブにも案内状を

出す。 

昨年、吉田紘子さんより頂いた望遠鏡＞台座を準

備して佐藤小屋に設置をお願いする。 

7/30 納涼例会；フレッシュウォーター（料理 2500

円、会費 3000 円）；小池予約 

伊東移動例会；11 月 26～27 日（土日）須藤さん

OK＞望月ゆこゆこで Anda リゾート伊豆高原予

約 

原淑子；サンライズの賛助会「サンユウカイ」の

ように、富士五湖クラブも会員一歩手前、会員同

様で行事の時に参加するメンバーの輪が作ろう

＞富士五湖会、富士山麓会、2255 会、2236 会な

どの名称を各自考えて次回までに提出；休会者、

退会者、勧誘者、ユースなどの協力会的、賛助会

的対応をする。 

時間になり、議事終了となりました。 

YMCA の歌を歌い、原会長の閉会点鐘で新年度の

キックオフ例会終了、お疲れ様でした。 

 

7 月 納涼例会 

三浦洋美 

7月 30日（土）富士河口湖町河口「みさか路」に

て納涼例会が行われた。 

ワイズメンバー10名とゲスト 1名の参加でした。 

先ずは、原会長の挨拶そして乾杯、皆さん 

美味しい料理を堪能しながらワイズへの思いを 

語らい合った？のではないでしょうか 

宴もたけなわの時に望月勉さんが今日が 60歳の

お誕生日とお聞きし、みんなで Happy Birthday

を歌いお身体の回復を願いました。 

その後、お店のはからいでケーキ型の器に入った

デザートが出てきて（電飾付）再びバースデーソ

ング♪おめでとうございます。 



 

１次会で終わらないのが富士五湖ワイズ、次の場

所は須藤さんお薦めの河口湖大橋近くの素敵な

カクテルバーしかし、皆さんお疲れの様子で 

仮眠をとっている方が…。納涼例会お疲れ様でし

た。 

第 1 回 あずさ部 なないろ評議会 

acco 

日時；2016 年 7 月 16 日（土）11:00～12:30 

会場；中野サンプラザ 15F リーフルーム 

参加者；原 2、後藤 2、小池、茅野 

東京武蔵野多摩クラブのホストで開催された、な

ないろ評議会。武蔵野多摩クラブの板村ワイズの

司会進行で、浅羽俊一郎あずさ部長の開会点鐘で

始まりました。ワイズソングの合唱、伊佐節子ワ

イズの聖書朗読・祈祷があり、山口会長の歓迎の

あいさつがなされました。なないろとは開催日 7

月 16 日と虹を掛け合わせたとのこと。 

小山久恵あずさ部書記の司会で、浅羽部長の評議

会成立宣言、議長就任で評議会が始まりました。 

2015-2016年度の会計決算を小倉恵一あずさ部前

会計の決算、松村豪夫監事の監査報告があり、全

会一致で承認されました。 

浅羽部長より第 1回東日本区役員会の報告があり、

今後の東日本区、あずさ部の方向性を示しました。

「あずさ部は賜物の宝庫。もっと活かそうぜ！」

の部長主題を示し、一人一人の個性を生かして力

を発揮しようと所信表明がなされました。標克明

直前部長の御礼のあいさつがあり、各事業主査、

各クラブ会長の所信表明がありました。いよいよ

地域奉仕事業主査である私の番。全クラブの CS

事業のアンケートで集めた一覧表を示し、他クラ

ブの CS 事業にできる限り参加し合い、ユース事

業や EMC 事業に発展させて言ってほしいと話す

予定が舞い上がってしまって。（すみません！）

次はもっとうまくお話しできるようにしたいで

す。甲府クラブの秋山 EMC 事業主査は、各クラ

ブの会員増強がまず第一、八王子クラブの久保田

国際交流主査から、交流をすすめよう、DBC,IBC

締結していないクラブは特に締結を目指そうと

話されました。東京サンライズの長津ユース事業

主査からはユースとのかかわりの増やそうと。各

クラブ会長より、それぞれ今年度の EMC 活動、

CS 活動、ユース活動への力強い抱負を発表して

閉会式となり、甲府 21 の松村監事より、よく頑

張っているとの講評を頂き、YMCA の歌を合唱し

て、浅羽俊一郎あずさ部長の閉会点鐘で閉会。東

京西クラブの 40 周年記念例会が後に控えている

ため評議会はテンポよく進行。最後に集合写真を

撮って終了となりました。 

 

東京西ワイズメンズクラブ 

創立 40 周年記念例会・祝会 

後藤明久 

日時；2016 年 7 月 16 日（土）13:30～17:30 

会場；中野サンプラザ 記念例会：11F ブロッサ

ム 祝会 13F スカイ 

参加者；原 2、後藤 2、小池、茅野（全参加者は

140 名ほどでした） 

なないろ評議会に引き続いて開催された東京西

クラブ 40 周年記念例会は、本川会員の司会で、

高嶋会長の開会点鐘で始まり、ワイズソング合唱、

チャーターメンバーの山田利三郎さんの祈祷、来

賓祝辞で廣田東京 Y 総主事、利根川東日本区理事、

浅羽あずさ部長がありました。 

記念講演は、旬のラクビーから人材育成コンサル

タントの今泉清さんの『ラクビーのリーダーシッ

プ、チームワーク、ポジティブ思考』がありまし

た。テンポの良い語り口で皆を引き込み笑いを誘

う話術はさすがでした。チームワークと常に前向

きな姿勢はワイズ活動にも通じるものがある気

がしました。リーダーシップについてもいかに目

標を作って突き進むか、私たちの活動にも取り入

れられないか考える楽しい良い講演でした。 

竹内隆チャーターメンバーの閉会の言葉で閉め、

高嶋会長の閉会点鐘で記念例会は終了しました。 

第 2 部の記念祝会は会場を移して、武藤聡子さん



のウェルカムピアノコンサートで始まりました。

ウェルカムドリンクもあり、出だしからほろ酔い

加減の方が多いようでした。スポンサークラブの

東京武蔵野多摩クラブの山口会長、東京目黒クラ

ブの村野会長、IBC の台北セントラルクラブのマ

ークリン会長、DBC の大阪西クラブの内貴会長

の祝辞がありました。 

東京 YMCA 国際ホテル専門学校卒業生数名に奨

学金贈呈式があり、東京西クラブのユースへの造

詣の深さを感じさせられました。卒業生も登壇し

てスピーチを行ない、日本での活躍する姿を見せ

ました。ワイズメンズクラブの国際性を改めて見

た気がしました。富士五湖クラブのユースや国際

的な人材への支援活動の参考になればと思いま

した。 

祝宴は、神谷会員の食前感謝、藤井元国際会長の

乾杯で始まりました。各テーブルにお寿司の桶が

出るなどビュッフェでしたが、色とりどりの豪華

の食事と、多くの飲み物で楽しい一時が過ごせま

した。 

 

沼津クラブの渡辺実帆さんの懐かしいワイズの

歌「南東部の歌」などを合唱して当時を懐かしみ

ました。各クラブのアピールタイムがあり、富士

五湖クラブは当然、全員で富士山例会への参加ア

ピールしました。どこのクラブも行事が多く積極

的な参加をしていますので、相互理解と協力、参

加でワイズ活動を盛り上げたいですね。 

最後に YMCA の歌を合唱して、大野直前会長よ

りのお礼の言葉で終了しました。 

今回は、原 2 は直行、後藤 2 は自家用車、茅野さ

んは自家用車、小池さんは後藤車でいって電車帰

りでした。恒例の 2 次会ということで、近くの居

酒屋でサンライズ、富士五湖、甲府 21、東京武蔵

野多摩などの面々と懇親を深めました。お疲れ様

でした。 

 

東京多摩みなみクラブチャーターナイト 

 
原 俊彦 

7月 17日、東日本区 62番目のクラブ、東京多摩

みなみクラブが誕生、利根川新理事にとっては就

任早々嬉しい初仕事となりました。 

メンバー数は 15名、田中博之元理事、伊藤幾夫

LT委員長のベテランワイズ 2人が移籍、新メンバ

ーにも多彩な方々が多く輝かしい船出となりま

した。クラブバナーも多摩地区の豊かな自然を見

事に表現した実に可愛いデザイン・・・聞けばメ

ンバー全員でコンセプトや色を決め、小野担当主

事がタヌキを描いて完成したとか。 

 

 

チームワークの良さにも感心するばかりです。 

加盟認証状の伝達、入会式も無事終わり第 2部の

懇親会は会場を一階に移して開かれました。第 2

部で最も印象に残った事、それは出された料理が

何れも実に美味しかった事。特に、野菜の旨味が

見事に引き出され、一流のレストランにも引けを

取らない程のご馳走にこれまた感服、十分に堪能

させて頂きました。 



さすが、ベテラン 2人が加わった今回の式典は式

の最初から最後まで 101名の参加者全員の心もお 

腹も十二分に満足させてくれました。 

 

 

あれやこれや 

４０年ぶりの下界での生活 

望月勉 

２０歳になってから、夏は４０年間富士山八合目で山小屋の支配人をしてきましたが、３月の手術後の

経過が良くなく、４０年で初めて下界の生活を体験しています。５月の終わり頃から、家の玄関のすぐ

前に野鳥が巣を作りました。植木の中、外からは見えない場所です。やがてたまごを温めるようになり、

７月の１０日過ぎ、雛が３羽誕生しました。何もすることがない私は、その雛に親鳥が餌を運ぶのを楽

しみに毎日見ていました。ところが７月３０日午後１１時頃、親鳥の異常な鳴き声に驚き、妻と外に出

てみると、１羽だけうずくまっている雛を発見しました。何日か前から野良猫を素の周りで見かけてい

たので、たぶん夜襲われたのだと思います。発見した１羽は素の中に戻したのですが、３１日の朝には

その１羽もいませんでした。自然の厳しさを痛感しました。今はもっと何かしてやれなかったのかと、

自分を責める日々です。出来る事なら来年もまたここでたまごを温めてくれる事を、親鳥の元気でいる

事を祈っています。 

 

 

≪山梨 YMCA だより≫ 

露木淳司 

ＹＭＣＡ創立７０年目の夏です。今年は学童保育プライムタイムに甲府市の放課後児童クラブの子ど

もたちが合流し、夏休みに入っても毎日５０人を超える子どもたちがＹＭＣＡを占拠して戦争状態です。

そして、キャンプやわいわい地球塾には、はじめてＹＭＣＡの門をたたく子供たちも大勢集います。こ

の子ども達がＹＭＣＡでの学び、出会い、体験を糧に、立派な大人に成長し、山梨の未来を、日本の平

和を担ってくれるでしょう。 

７月１９日に第 177回常議員会が開催されました。今回から大きくメンバーが入れ替わり、６名の新

常議員が誕生しました。将来計画に合せて、障がい児支援、子育て支援、国際交流を専門分野とする方

にお願いしています。また、今まで陪席という形で加わっていただいていた甲府ワイズの会長、甲府２

１ワイズの会長お二人にも、正式に常議員として議決権をもって参加いただくことになりました。女性

が４名、平均年齢も若干若くなりました。初回から活発な議論が交わされ、これからのＹＭＣＡが楽し

みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊今月のハッピーバースデー＆アニバーサリーは該当がありません。 

 

 

 

 

これからの予定 

   8/19(金) 20 時~   8 月第 1 例会        ふれあいセンター 

  9/2 (金)  20 時~       9 月第 1 例会        ふれあいセンター 

  9/23(金) 20 時~   9 月第 2 例会        ふれあいセンター 

  9/24(土)~25(日)       第 14 回富士山例会      富士山 5 合目“佐藤小屋” 

  

 


