
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月第１例会  

２０１7年５月１２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 ５月ブリテン 第１５０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          

 

 

４月のデータ 

  会員数    １１名 

  例会出席    １１名 

例会出席率        100％        

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 

 

5 月3 日 須藤繁・道子夫妻 

おめでとうございます。 

 

 

 

 

第 7 回フライングデスク大会 

 



2017 年 4 月第 1 例会 

 

日時；2017 年 4 月 7 日(金)午後 8 時～9 時 00 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、三浦、武藤＋まきちゃ

ん 

原会長不在のため、議事中心に進めた。 

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） 

市長；急遽代理参加となった＞副市長の前田さん 

三浦；集計状況＞今のところ 75 名、あと 3 団体

予定あり、100 名ほどになる。 

武藤；保険加入＞100 名 

参加費；選手 300 円（お茶＋クッキー） 

選手宣誓；「福祉の実たけのこ」に依頼する（三

浦） 

お茶；選手＋ワイズ＋審判団＞170（武藤） 

準備品目；昨年同様で各自持ってくること。 

施設名のプラカード；備品箱確認＞三浦へ連絡

（後藤） 

電源；トイレ電源許可取った＞延長コード 3、長

テーブル 2、椅子 4（望月） 

プラカード用台座；12 チーム分、横断幕、富士五

湖旗すべて、 

テント、机イスセット（審判用）他；三浦資材車；

小池さんに運んでもらう 

記録証；名簿作成 4/14（三浦）＞記録証作成（茅

野）＞三浦に送る 

無地記録証を多くつくる＞昨年足りなかったの

で。 

弁当数；ワイズ、ユースの協力者の確認をすすめ

る；4/19（水）目安で集計する。 

審判団 10 名程度、京都洛中、看護師の分も用意

する。 

弁当は税込み 1000 円とする。弁当＞小池手配；

三浦；健大研修生 4 名ほか＞名前を事務局にメー

ルする 

前回話し合い事項 

4/21（金）原別邸宿泊；須藤会員、浅羽部長、山

口ワイズ 

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） 

市長賞、議長賞、富士五湖クラブ賞を設定する。 

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） 

備品チェック；備品箱確認（後藤）＞各パート表

示、召集係帽子。富士五湖バナー一式。 

前回決まった事項＞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；富士吉田協会の今村あづさ伝道師（宮内さ

ん紹介）＞5/26（金）で確認（三浦） 

場所の設定；喰処ほーめい；15 名までで設定する。

7 時から開始、40 分以内の卓話、8 時食事。 

クラブ外参加費 1000 円。クラブは例会扱い。 

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） 

早めに終了して、5 月卓話会場に視察に行き、案

事項話し合いながら、懇親を深めた。お疲れ様で

した。 

 

甲府２１、草津合同例会に参加 

望月勉 

４月８日、笛吹市石和ホテル石風に９時４５分集

合。甲府２１クラブ奈良田さんの車に同乗させて

いただき、中央道で小淵沢ＩＣに。インター出た

ところで草津クラブ、甲府２１クラブの会員と一

緒になりました。２０１６年１月１４、１５日、

河口湖大池ホテルでの例会以来１年３ヶ月ぶり

の再会でした。解散した大津クラブからも、林さ

ん、辻本さんも参加。草津から計８名が遠路山梨

に来ていただきました。最初に北杜市白州町にあ

る山梨銘醸に工場見学。七賢で有名な日本酒の蔵

元です。１３０年経つ建築で、明治天皇宿泊の部

屋等を見学した後工場見学。日本酒を購入し近く

で昼食。そして武田氏最後の城新府城を学芸員の

山下先生の案内でゆっくり見学しました。中央道

で甲府南ＩＣ近くの山梨県立考古博物館、入館料



は６５歳以上は無料との事。２０人以上入館しま

したが、有料の人は６名だけでした。桃と桜の花

が満開の御坂路をドライブしながらホテルに４

０名以上の大きな合同例会が１７時３０分に始

まり、私も富士五湖クラブとして挨拶。山下先生

の「武田信玄、新府城を語る」の卓話を聞き、次

は懇親会です。楽しく２時間ほどすごしました。

今回の合同例会で強く感じた事は、甲府２１クラ

ブの世代交代でした。野々垣ワイズというずば抜

けた個人的な力とはいえ、今回全面に出てきた甲

府２１クラブのメンバーはほとんどここ２，３年

で入会した経験が少ない会員でした。また来期以

後の役員やあずさ部に選出される役員全て入会

２，３年の会員です。今東日本区のクラブで一番

勢いがあり輝いていると思います。同じ兄弟クラ

ブとして、富士五湖クラブも全員で甲府２１をお

手本としなければと強く思った一日でした。 

 

2017 年 4 月第 2 例会 

 

日時；2017 年 4 月 21 日(金)午後 7 時～10 時 30

分 

場所；鳴沢村 原さん別邸 

参加者；原 2、望月 2、後藤 2、三浦、武藤＋まき

ちゃん、小池、須藤。 

ゲスト；浅羽あずさ部長（東京山手）、山口直樹

（東京武蔵野多摩） 

須藤会員、浅羽部長、山口ワイズは宿泊しての参

加。今回は、翌日の第 7 回フライングディスク大

会の準備として原さん別邸にて行なった。 

最初に、記録証とサイトごとのメンバー表を付け

合わせて揃え、24 サイト分セットした。その後、

富士五湖スタッフ用のプロブラムと備品配置図

を基に説明、各自の役割を決めた。 

当日朝、備品セット；旗（小池・須藤）、施設表

示台（望月・後藤）、女性陣（受付） 

準備できたところで、全体打合せして、受付、召

集誘導、バンザイ隊に分かれて打合せした。 

お茶；受付時渡す。クッキー（めばえ作成）；表

彰時に渡す（ディスタンス時は渡さない） 

撮影ＮＧ；青メッシュのベストを着用しているの

で、後ろＯＫ、顔ＮＧ、特定される撮影はダメ。 

広報担当；望月勉（富士五湖ＣＡＴＶ、前田副市

長対応兼ねる） 

献金；部長に集めてもらう（東日本大震災、熊本

地震復興基金へ） 

試投式（5ｍ）；前田副市長、浅羽あずさ部長、大

野次期部長、acco あずさ部 CS 主査の 4 名。 

ゲスト挨拶；前田副市長、浅羽あずさ部長＞1 分

程度で依頼する。 

メダル 40 セット作成（原）；開会式で紹介する。 

アンダー3 には順位記録ないので渡さない（サイ

ト 1 で 4 チームあり；望月担当してバンザイ隊に

注意） 

参加チーム紹介；オリエンテーション時にする

（三浦）。 

ワイズクラブ紹介；開会式ではしない＞弁当の時

に行なう。 

役割分担；記念写真（望月）、記録写真（acco） 

召集誘導；原 2（1 サイト）、喜代子・小池（2）、

大和田・山口（3）、古屋・浅羽（4） 

＊召集誘導して、バンザイ隊までは同じ人が行う

こと。 

集計；武藤。バンザイ隊長；須藤（メダル渡すな

どの役割分担は現地で行う） 

スタッフ名札；acco 準備＞胸に張る。ＣＤデッキ、

マイク設備；三浦 

大会運営の注意・進行；ディスク体操の前に行な

う（審判代表） 

三浦；集計状況＞参加者は約 100 名、過去最大と

なった。 

選手宣誓；「福祉の実たけのこ」の皆さんで、原

会長が前に出て受ける。2 人でするが、顔だし撮

影はダメ、バックから撮影する。 

記録証；例会最初にすべてセット。無地記録証を

予備としてもつ。 

弁当数；61（看護師 1、京都洛中クラブ 10 も含

む）＞11 時配達される（現金払い；武藤） 

早く帰る人には、必ず渡すようにする。（お茶と

弁当） 

市長賞、議長賞、富士五湖クラブ賞を準備確認（表

彰状 2 盾 3） 

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）＞なんとかパインズパークで出

来そうで良かった。 

競技は、アキュラシー、ディスタンス。 



備品チェック；備品箱確認（後藤）＞各パート表

示、召集係帽子追加（三浦）。富士五湖バナー一

式。 

4/22（土）京都洛中クラブとの DBC 懇親会確認

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＞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。 

5/26（金）今村あづささん卓話の確認 

6/3-4（土日）川越区大会の参加確認 

 

8 時 30 分頃、会議終了して、原さんお手製の食事

に舌鼓を打ちながら、ノミノミ懇親会に移行した。

10 時 30 分ごろに終了しましたが、宿泊組は更に

懇親を深めたようでした。大変お疲れ様でした。

明日は頑張りましょう。 

 

第7回 障がい者フライングディスク大会 

                               

三浦洋美 

今年は100人の参加がありました。山梨県障害者

フライングディスク協会の審判の皆様、多くのワ

イズメンの協力のもと、行うことができました。 

今回初めて参加する施設もあり、とても嬉しく思

っています。参加者も増え準備の段階で今年で終

わりにしても良いかなぁ～！なんて思いもして

しまいました。（反省） 

しかし、当日初めて参加した選手がメダルを貰い

喜んでいる姿を見たとき、こんな思いを 

多くの方にして頂きたいと思い、また来年頑張る

ぞという気持ちになりました。 

みんなの喜ぶ顔、真剣な眼差し、多くの感動を来

年も富士五湖ワイズそして多くのワイズメン 

と分かち合いましょう。皆様ありがとうございま

した。 

最後に京都洛中のワイズメンの皆様におかれま

しては、朝4時に出発し大会に間に合わせて 

お手伝いいただき感謝しています。これからもよ

ろしくお願い致します。 

 

 

参加者：原 2、望月 2、後藤 2、三浦、茅野、武藤 

小池、須藤。ゲスト/お手伝い：前田副市長、 

浅羽あずさ部長、大野次期あずさ部長、山口(武

蔵野多摩)、神谷（東京西）、長谷川（東京八王

子）、松村、茅野、古屋、(甲府 21)、菰渕(東京

サンライズ)、御殿場クラブ前原会長以下 9 名、

京都洛中クラブ竹山会長以 10名。 

フライングデスク協会 13名 

学生ボランテイア：健康科学大学生 7名 

 

 

 

 

 

 

フライングデスク大会後の整備作業と遊歩道散策 

 

 

  



京都洛中クラブとのDBC覚書締結式 

                                    原 俊彦 

4月22日(土)、第7回フライングディスク大会に合わせ京都洛中クラブより10名のメン、メネットの皆さ

んが来訪されました。皆さんにとっては、覚書締結式への出席が第一の目的でしたが、「折角来られる

のでしたら是非フライングディスクにも参加頂きたい。」とお誘いしたところ、「京都を早朝5時に出

発する事にしました。」・・・との暖かいご返事を頂き、デスタンスが始まる直前の11時20分に第一陣

が無事到着しました。ところが竹山会長以下3名は途中道を間違えたため何と2時間遅れ、何とかお弁当

の時間には間に合ったものの3名ともかなりお疲れのご様子でした。大会が終わって公園内を散策、更

に望月ワイズの案内で北口浅間神社を一回り。ホテル湖月には予定の３時半過ぎに無事チェックインす

る事が出来ました。 

                               

 

きた 

 

 

 

 北口本宮冨士浅間神社散策 

 

 

 

 

 

 

  DBC覚書締結式 

ゆったりと温泉に浸かったあと全員浴衣に着替え6時から後藤ワイズの司会で合同例会が始まりました。

例会の途中で司会は京都洛中クラブの大野ワイズにバトンタッチされいよいよメインイベント「DBC覚

書締結式」が開始されました。私と竹山会長は急ぎ隣の控室に移り背広にネクタイ姿に早変わり、大野

ワイズの合図で壇上へ。予め洛中クラブさんに用意頂いた2冊の誓約書に両会長がサイン、お互いに硬

い握手を交わし写真に収まって締結式は無事終了しました。終わって直ぐに和やかな宴席が始まりまし

たが、お目出度い式典の後だけにお酒も進み大変盛り上がった楽しい交流の時を持つ事が出来ました。 

次はお互いの30周年、15周年記念例会の中で行われる「DBC締結式」ですが、宴席の最後に式典の委員

長である西村ワイズから具体的な計画案が説明され、お互い密接な交流を計りながら内容を詰めて行く 

事となりました。滞在された２日間、残念ながら富士のお山はその勇姿を見せてはくれませんでしたが、

皆さん次回を楽しみに帰路に着かれました。 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

  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 

  6/3-6/4    第 20 回東日本区大会 in 川越      ウエスタ川越 

  6/9(金)  6 月第 1 例会             20 時～ふれあいセンター 

  6/10(土)  第 20 回山梨 YMCA チャリテイーラン  小瀬陸上競技場 

  6/23(金)  6 月第 2 例会             20 時～ふれあいセンター 

   

   


