
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

1月新年例会＆試食会 

2018 年 1 月 13 日(土)18 時~ 

於：魚吉会館 

          

会長あいさつ      原 淑子会長 

ゲスト紹介 

ゲストあいさつ 

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 

２０１８年 富士五湖クラブ  １月ブリテン 第１５８号 

国 際 会 長 ：Henry Grindheim（ノルウエ－） 

「ともに、光の中を歩もう」 

アジア太平洋会長：Tung Ming Hsiao （台湾） 

「ワイズ運動を尊重しよう」 

東日本区理事：栗本治郎（熱海） 

「広げようワイズの仲間 」 

あずさ部長：大野貞次(東京西) 

「継続は力なり・一歩でも前に・そしてあがこう」 

  

富士五湖クラブ会長：原 淑子 

  『広げよう 富士五湖の輪』 

会長 原 淑子 

副会長 後藤明久 

副会長 望月 勉 

書記 後藤昭子 

会計 武藤五子 

会計 望月喜代子 

直前会長 原 俊彦          

 

新春来福 

 

 

 

 

 

 

 

１２月のデータ 

  会員数    １１名 

  例会出席   ８名 

       ｺﾒｯﾄ               1 名 

例会出席率        ７３％        

ニコニコ BOX               ０円 

累計             22,488 円 

 

 

今月のハッピーバースデー   

 

 お誕生日 

  1月２４日 後藤昭子メン 

 

おめでとうございます。 

 

 

 

 



新年の抱負 

 
★ 原 淑子 

明けましておめでとう御座います。今年度も

後半に入りましたが、1 月から６月の間に、 

15 周年例会＋DBC 締結（京都）、フライング

ディスク大会第、第３回評議会＋15 周年 

（富士吉田）等々が目白押しです。富士五湖

クラブのパワーと結束で、楽しみながら充実

したプログラムになる事と思います。力不足

の会長ですが、どうぞ宜しくお願いします。 

 

★ 望月 勉 

新年明けましておめでとうございます。今年

は富士五湖クラブ設立１５周年の記念すべき

年です。①全員が参加出来るクラブ活動 ②

１名でも２名でも新入会員の入会 ③京都洛

中クラブ締結式の成功 ④５年先までのクラ

ブ活動資金の予算目標 

平均年齢も６０歳を越した富士五湖クラブで

すが、元気に今年１年過ごしたいと思います。 

 

★ 原 俊彦 

先ずは今年も家族共々元気で新しい年を迎え

られた事に感謝したいと思います。 

今年は何と言っても直前に迫った京都でのビ

ッグイベント' DBC締結式'をメンバー全員で

盛り上げこれからのクラブの活性化に繋げる

事。 

更にもう一つ 、5月の評議での '創立15周年' 

も皆さんの協力を得て活気ある式典にしたい

と願っています。本年も宜しくお願い致しま

す。 

 

★ 須藤 繁 

遠くに住みながら新年の抱負というのもおこ

がましいのですが、今年もフライングディス

ク大会には応援を行きたいと願っています。

また、伊東で移動例会が開かれるなら、少々

のお手伝いをさせて頂きたい。そして、何よ

り、富士五湖クラブが一致して活発な活動が

出来るよう、メンバーひとり一人が幸せな毎

日を送れるよう、神様への祈りを絶やさない

ようにしたい、というのが私の新年の抱負で

す。 

 

★ 望月喜代子 

あけましておめでとうございます。今年富士

五湖クラブが１５周年を迎える事になりまし

た。２月３日には京都に行き、京都洛中クラ

ブとＤＢＣ締結する事になります。京都洛中

クラブは３０周年、富士五湖クラブは１５周

年のお祝いです。これから少しでもメンバー

が増えるようにしていきたいと思っています。

後、健康に気を付けてワイズ活動をしていき

たいと思います。 

 

★ 武藤五子 

また、新しい年がきて、今年はどんな年にな

るかな？と楽しみにする事にしたのです。 

ここ数年は両親の介護などで忙しくなり、バ

タバタ過ごしていました。 

なので、できるだけ楽しい事を考えて過ごす

事にしました。 

まずは2月の京都はもしかしたら今年一番の

楽しみです。 

また、富士五湖ワイズの皆さんとの時間は私

にパワーを与えてくださる楽しい時間です。 

今年も皆さんよろしくお願いいたします。 

 

★ 後藤明久 

いよいよ、自治会の組長も正月で一段落し、

仕事も忙しいですが、気持ちにゆとりができ

ました。新年は、DBC 締結と富士五湖 15 周

年記念で、京都旅行や 5 月評議会と記念祝会

もあり、富士五湖クラブの第 2 創世のときに

なりました。7 月には、一年遅れで、会長職を

拝命して充実した年にしたいと思います。 

 

 

★ 茅野信雄 

「昨年から、遠距離になってしまい例会に出

れませんが、行事には出来るだけ参加します。」 

 

 

★ 後藤昭子 

今年も明るく元気に笑顔で楽しくやっていき

ます！ 

京都行きが今からとっても楽しみです。西の

方々との新たな出会いと設立 15 周年、これか

らもより深くクラブの親睦と発展を願い… 

強い信念をもって 今日も笑顔で絶好調!! 

 

 

★ 富士山 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017 年 12 月第 1 例会 

 
日時；2016 年 12 月 1 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 acco、武藤＋マキ

ちゃん、三浦。 

本日は、使用済み切手処理作業、DBC 松明作

りを含めた議事中心に進める予定となった。 

 

12/2（土）サンライズクリスマス合同例会

17:00 から参加；原 2、望月 2、後藤 2 

12/2 赤い屋根ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙともだちフェスタ

10:00 三浦さんへお手伝い；原 2、望月 2、後

藤 2 

終了後、昼から原別邸にてファンドグッズを

セットする。 

12/15（金）御殿場クリスマス例会 

16:30 原 2、望月 2；ファンドグッズ販売する 

東山荘感謝なので、120 名くらい参加する；御

殿場名士＋ワイズなど 

1/12（金）19:30～20:00 集合；望月宅にて、

松明づくり。 

1/13（土）新年例会 18:00 魚吉会館 

5/12 評議会 15 周年に準じて視察＆試食する。 

1/26（金）1 月第 2 例会 

2/3（土）DBC 締結式 東日本区からの出欠は

原会長担当⇒東日本区ドットコムに流す（acco） 

内容；ビデオ放映と松明ふって燃えろワイズ

の歌を会場全体で合唱する。 

歌詩；先日の伊東移動例会で決定；原原案 6

番から 4 番目で選定。 

歌う時に映像に燃えろワイズ歌詞を表示する。 

2/4（日）昼食の IBC 交流会（台湾）に合流→

人数確定していく。 

宿泊は予約済み（acco）新富士駅から新幹線と

電車利用。茅野；東京駅、須藤；熱海駅から

合流。 

原実行委員長；DBC 締結式の前に負担金を確

認して対応：ファンドから拠出する。 

統一衣装；男性：ネクタイ、ポケットチーフ、

女性：ブルースカーフ；三浦ネット購入 

熊本地震復興、東日本大震災復興寄付；  

富士山例会のニコニコにクラブからプラスし

て渡す。 

3/9（金）3 月第 1 例会 露木総主事の卓話；

YMCA 新会館と事業方向性について。 

原別荘の利用の申し出あり。時間に縛られな

い価値あり。7 時から始める案あり。 

5/12第3回評議会＆富士五湖 15周年記念例会

（案）市民会館小ホール～魚吉会館 

評議会と 15周年記念例会を場所分けなので参

加費を分ける案検討必要。 

参加者も多少減るが、15 周年のみに参加する

人も出た場合の対応は可能。 

10:30 受付開始。11:00～13:00 での評議会。

13:00～14:00 記念例会。車、バス移動。 

14:30～16:30 魚吉会館での懇親会。昼にかか

るので、お茶と富士山アンパンを出す。 

CS 助成金申請書；4/28 第 8 回フライングディ

スク 70000 円申請、CS コンテスト写真を出す 

 使用済み切手、ﾌﾟﾙﾀﾌﾞ収集⇒原会長へ。定刻

となり、松明製作は 1/12 にして閉会、お疲れ

様でした。 

 

 

2017 年 12 月クリスマス合同例会 

 
日時；2016 年 12 月 2 日(土)午後 5 時～9 時

30 分 

場所；東京 YMCA 山中湖センター 

参加者；原 2、望月 2、後藤 2。 

サンライズ参加者；江原会長、小山（憲）、御

園生、長津、菰渕、柴田 

望月号で一緒に山中湖センターに到着、東京

サンライズクラブとの合同例会に出席しまし

た。昼の山中湖 YMCA クリスマス会には参加

できませんでしたが、リーダーたちとサンラ

イズの面々が、子供たちと恒例の劇映像やビ

ンゴ大会を催し、楽しく過ごしたとの事でし

た。 

江原会長の開会点鐘で始まり、各種報告、参

加者の近況報告などを行い、早々に懇親会に

移行しました。いつもながら、豪華でおいし

い料理が並び、日本酒、ワイン、ビールと飲

みながら、わいわいガヤガヤと過ごしました。

大いに懇親を深め、楽しい一時を過ごし、解

散となりました。富士五湖クラブの面々は、

望月号で帰り、サンライズの面々は場所を宿

泊等に移して更に懇親を深めたとの事です。 

どうもお疲れ様でした。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

わお！ 

美味しそうなケーキ 



あれやこれや 
ワイズの輪に感謝！                             acco 

 

ゲームキャラクターのイベントがあり、その部材の運搬と設営のお手伝いという仕事を引き受け

て 12月には神戸へ、1月には仙台に主人と二人で行ってきました。 

神戸に行った時には大野西日本区理事ご夫妻とご一緒して温泉に入って美味しいお酒と料理を

堪能、また新しくなった神戸 YMCAも案内していただき楽しい時間を過ごすことができました。 

帰りの車の中で次は仙台に行くことを発信したら涌澤ちゃんからメールをもらって 1月には仙台

青葉城と石巻の皆さまと再会、これまた美味しいお酒と料理で盛り上がりました。次の日は清水

さんの案内で被災地巡りをすることもできました。 

私がワイズをやっていてよかった！と改めて感じました。富士山例会やフライングディスク大会

に来ていただいて知り合いになる。私たちが部会や区大会、周年記念例会に出向いて縁あって同

席して知り合いになる。なかなか出会いは面白いです。 

一緒に飲んで食べて語って懇親は深まっていく…。ワイズの輪がだんだん広がっていく… 

これからも、たくさんの出会いを楽しみに  

これからも、あちこちに行けるように、元気に仕事も頑張ります！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪山梨 YMCAだより≫ 

「夢を現実に！」 
                                   露木 淳司 

 2018年、あけましておめでとうございます。いよいよ山梨YMCAは新会館建設に向けて大きな一

歩を踏み出します。候補地が絞られてきたことを受けて、将来計画検討委員会は三つの部会に分

かれて細かい詰めに入りました。事業部会では新会館で展開する事業計画について検討を進めて

います。0歳から100歳までの全ての世代が交わることのできる、文字通りFOR ALLを具現化する

YMCA会館の実現を目指します。障がい児と高齢者への取り組みをよりトータルなものにすること

と、現在の事業に加えて、外国人保育士による小規模英語保育所の開設を検討しています。総務・

財務部会では建設のための資金繰りや新法人開設に向けて検討を進めます。特に75周年記念募金

にはぜひとも皆さまのご支援を賜るべく十分な準備を進めていく所存です。 

 そして最後に控えるのは建築部会です。より多くの人に親しまれる外観と居心地の良い空間を

提供すべく、前述の2つの部会での検討内容を確実に具現化すべく建築のプロが智恵を集結させ

ます。「新会館は是非木造で」「新会館にはチャペルを」「駐車スペースは極力広く」多くの思

いを一つにして確実に夢を形にしていきます。正式オープンは2020年春、そして2021年に75周年

を迎えます。建設募金の目標7500万円で、5月から山梨県内外に向けて呼びかけを開始する予定

です。皆さま、何とぞご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 
設営風景  

設営完成 
 

神戸にて 
 

仙台にて 

これからの予定 

1/13(土)1 月新年例会＆試食会       4/6(金)4 月第 1 例会 

1/26(金)1 月第 2 例会           4/20(金)評議会＆15 周年準備例会 

2/3～5 京都記念合同例会＆DBC 締結式  4/27(金)4 月第 2 例会 

2/10(土) 第 2 回あずさ部部会       4/28(土)第 8 回フライングデｲスク大会 

2/23(金)2 月第 2 例会           5/4(金)5 月第 1 例会 

3/3～4 次期会長・部役員研修会      5/12(土)第 3 回あずさ部評議会 

3/9(金) 3 月第 1 例会 露木総主事卓話       富士五湖 15 周年記念例会 

3/23(金)3 月第 2 例会 


