
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月第１例会  

２０１7年４月７日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 

７、ハッピーバスデー＆アニバーサリー 

８、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 

２０１７年 富士五湖クラブ ４月ブリテン 第１４９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          

 

 

３月のデータ 

  会員数    １１名 

  例会出席    ９名 

例会出席率       ８２％        

ニコニコ BOX              ０円 

累計             ４８６円 

 

 

 

今月のハッピーバースデー 

 

  今月のハッピーバースデー   

7 日 須藤道子さん 

   27 日 原 淑子さん 

   おめでとうございます！ 

 

今月のハッピーバースデーとアニバーサリー   

    

     該当がありません。 

 

今月のアニバーサリー 

 

4 月 13 日 武藤敏彦＆五子夫妻 

       おめでとうございます 

 

 

 

 

     まだ雪の残る 

        富士散策公園にて 



3 月第 1 例会報告 

 御殿場クラブとの合同例会 

武藤五子 

 

3月9日(木曜日)に御殿場クラブとの合同例会が、

東山荘でありました。 

私、武藤は始めて御殿場クラブさんの例会に参加

させていただきました。新しくなった東山荘にも

始めておじゃまさせでいただきました。 

御殿場クラブのみなさんとは新年会や昨年のフ

ライングディスク大会などの時にお会いしてい

たので、始めて参加させていただいたような気が

したせんでした。 

 

東山荘の美味しい食事やギターの伴奏で懐かし

い歌をみなさんと輪になって唄いとても楽しい

時間を過ごさせていただきました。 

また是非参加させていただきたいです。ありがと

うございました。 

参加者；原 2、後藤 2、武藤、三浦、茅野(甲府 21) 

 

2016-2017 年度  

次期会長・部役員研修会                                                        

原 淑子 

3 月 4 日〜5 日、東山荘で行われました。会長職

は、サンライズクラブ以来丁度 20 年振りで 

研修会ちょっとドギマギでした。 

＊ １日目  

＜開会式＞ 

＜研修Ⅰ＞ 

 利根川理事：「東日本区とアジア太平洋エリ

ア・国際の現況」 

 光永東日本区連絡主事：「YMCA 理解と支援報

告」 

栗本次期屡次：次期理事方針 理事主題「広げよ

う ワイズの仲間」スローガン「楽しくなければ 

ワイズじゃない 積極参加で 実り有る奉仕」 

＜研修Ⅱ＞ パネルディスカッション 

テーマ 栗本次期理事の理事主題「広げようワイ

ズの仲間〜EMC」 

ファシリテーター 栗本次期理事 

パネリスト 日野峻北東部石巻広域クラブ次期会

長：「ニーズに対応する柔らかさが必要」 

伊藤幾夫東新部次期部長:「意識改革。決断が必要 

榎本博次期会員増強事業主任: 会員増強は本気で

「やる気」だけ。 

前原末子次期地域奉仕事業主任：既に 10 名を入

会。各々の立場から EMC 活動についての意見を

話されました。  

＜研修Ⅲ＞ 

部毎に分かれ、主任が順番に周り説明 

<夕食懇親会> 

テーブル毎に食事をしながら自己紹介、意見交換。

各テーブルから代表のワイズが発表 

＜部長を囲んで＞ 

懇親会。後藤明久さん、アッコさんが来られ、夜

も更け増々懇親が深まって行きました。 

＊ ２日目 

＜早朝ウオーク＞  

６時からバスで出掛け、未だ残っている御殿場の

田んぼ風景、城跡をウォーキング。 

赤富士も見られ、「早起きは三文の徳」でした。 

 

＜日曜礼拝＞ 

川越クラブの山本剛史郎ワイズによる奨励「地の

塩 世の光」 

＜研修Ⅳ＞ 

東日本区定款改定について、各役割、事務手続き



等。 

分科会は、会長グループへ。東日本区の会長が、

一同に会し、自己紹介、質疑応答へ。 

１時間 40 分程有ったが、足らなかった。 

＜研修Ⅴ＞ 

e ラーニングについて。部の研修の見直案の一部

として、e ラーニング提案、導入試行。 

＜研修Ⅵ＞ 

アンケート、ワイズクイズ解答配布、解説。 

＜監事講評＞ 

駒田ワイズ 

＜閉会式＞ 

日曜礼拝献金 52,000 円は、東日本大震災と熊本地

震復興へ寄付 

記念写真代 33,100 円は、東山荘へ寄付 

２日間の研修を終え、研修会の必要性を思いなが

ら帰路へ着きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 年 3 月第 2 例会 

日時；2017 年 3 月 24 日(金)午後 8 時～9 時 45 分 

場所；富士吉田市ふれあいセンター 

参加者；原 2、望月 2、後藤 2、三浦 

原会長より、御殿場クラブとの合同例会ご苦労様

でした。次はいよいよフライングディスク大会で

す。宜しくと挨拶され、議事に入った。 

4/22 第 7 回フライングディスク大会；前日は原

別邸にて第 2 例会を行なう（最終準備） 

ワイズドットコムにお手伝いを募集する。ワイズ、

ユースの協力者を増やす。 

京都洛中クラブは 5 時出発 11 時までには現地に

到着、参加予定（弁当準備する） 

三浦；健大研修生 4 名ゲット＞名前を確認して事

務局に連絡する。 

第 7回大会用の施設への案内分は作成済み＞発送

する。（三浦） 

記録証；名簿作成（三浦）＞記録証作成（茅野） 

フライングディスク大会チラシ＞望月＞市役所

に持っていく。 

三浦資材車；小池さんに運んでもらう＞事務局確

認ＯＫ 

4/21（金）原別邸宿泊；須藤会員、浅羽部長、山

口ワイズ 

市長賞、議長賞、富士五湖クラブ賞を設定する。

理事は来れるときは理事賞作る。 

弁当＞小池手配 

雨天時は富士河口湖町町民体育館、椅子 50 脚も

予約済み（三浦） 

競技は、アキュラシー、ディスタンス 

締切は 4/8（土） 

電源は、三浦発電機か、トイレの電源を使えるよ

うに依頼する。（望月） 

備品チェック；備品箱確認（後藤）＞各パート表

示、召集係帽子 

4/22（土）京都洛中クラブとの DBC 懇親会＞参

加費 9000 円 

例会内容；開会点鐘 原会長＞ワイズソング＆ワ

イズの信条唱和＞会長挨拶（2 クラブ）＞ゲスト

紹介（司会）＞ハッピーバースデー該当者なし＞

締結式（大野さん）＞YMCA の歌＞閉会点鐘（洛

中）＞記念写真（望月）＞懇親会（祝辞等） 

卓話；富士吉田協会の女性牧師がおすすめ（宮内

さん）＞5/21or5/26（金）で確認（三浦） 

5/3（土）アトム評議会＋たんぽぽ 15 周年（山手

センター）；原 2、望月 2、後藤 2（原申込み） 

6/3-4（土日）川越区大会；各自申込みする。宿は

手配済み（後藤） 

4/7（金）4 月第 1 例会；フライングディスク大会

詳細について他（原 2 休み） 

大会及び京都洛中との DBC 覚書締結式詳細は、

決定次第流す（原会長） 

定刻となり、終了。場所を移して残り懸案事項話

し合いながら、サイゼで懇親を深めた。お疲れ様

でした。 

 

 

 

 



「あれや これや」                      

                                                                      原 俊彦 

 昨年の6月、京都洛中クラブ・大野さんから「富士五湖クラブとDBCを前提としたお付き合いをしたい。」

と言う一通のメールが届き、これを機に相互の交流が始まり、来月には「DBC覚書締結式」を執り行う

事となりました。・・・メデタシ、メデタシ "・・・ゴクゴクありふれた話ですが、実はこの出会いに

私は特別な意味と不思議な思いを感じています。 

大野さんと知り合ってメールのやり取りをしているうち、「大野國染工場」のホームページを開いてビ

ックリ。大野さんは京都では著名な京染の染色家・伝統工芸士でホームページに掲載されていた染め工

場の写真が幼い日に母の実家で見た光景と瓜二つだったのです。 

実は、私の母の実家は静岡県藤枝市に有り「紺友京染店」と言う屋号で代々京染を業としていました。

店に入ると反物の洗い張りが出来るよう鰻の寝床のような長い土間があって竹櫛を使って叔父さんが

忙しそうに働いていたのを鮮明に覚えています。今回、大野さんのホームページを拝見し自分の中にも

染物(印刷)やアートの血が流れている事を気付かされると共に大学卒業以来50年以上に亘り携わって

来た「印刷」と言う世界が単なる就職先での仕事ではなく、自分のルーツとも深い関わりが有るので

は？・・・とさえ思える様になりました。 

特に3年前、息子に会社を譲って以来、自分だけの小さな工房で毎日インクまみれになって新しい製品

開発に取り組んでいる自分を振り返って見るとそんな気がして来るのです。不思議ですね、これまでそ

んな事考えても見なかったのに・・・。 

 

≪山梨 YMCA だより≫ 

露木淳司 

新年度が始まりました。基本聖句に選んだ箇所は、新約聖書のローマの信徒への手紙 8 章 18 節「現

在の苦しみは、将来わたしたちに現されるはずの栄光に比べると、取るに足りないとわたしは思います。」

というパウロの言葉です。道路拡幅に伴う新会館建設予定地選びで、まさに今、山梨 YMCA は産みの

苦しみを味わっています。でも、きっと数年後には、皆様に喜んでいただけるようなすばらしい会館が

与えられるだろうと信じて疑いません。 

さて、新しい年度を迎えて、学童保育プライムタイムには現時点で 20 名、英語学校にも 10 名の新規

入会者を得ることができました。そして放課後等児童デイサービスという発達障がい児のための新規事

業が立ち上がり、こちらも既に 7 名のメンバーの入会が確定し、口コミによる問合せも続いています。

はじめて YMCA の門をたたいてくれたメンバーや保護者の皆さまのご期待に沿うべく、スタッフ一同

万全の準備をして臨みたいと思います。 

そして 6 月 10 日の第 20 回めとなるチャリティーランに向けて準備が始まりました。本当にいつもお

願いばかりで恐縮ですが、皆様の暖かいお支えがあってはじめて前へ進むことができる、小さな小さな

山梨 YMCA です。今年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

これからの予定 

  4/7(金)  4 月 第 1 例会              20 時～  ふれあいセンター 

  4/21(金)  4 月第 2 例会                         19 時～ 原会長河口湖別荘       

  4/22(土)  第 7 回障がい者フライングデイスク大会 9 時～ パインズパーク 

       京都洛中クラブとのＤＢＣ結納式    18 時～ 湖月 

  5/12(金)  5 月第 1 例会             20 時～  ふれあいセンター 

  5/26(金)  5 月第 2 例会 卓話予定 

 


