
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

富士吉田パインズパークからの富士山 

                       フライングデイスク大会当日の朝 

 
 

 

5月第 1例会 

 

2018年月 5月 4日(金) 

    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、ハッピーバスデー＆アニバーサリー 

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 

２０１８年 富士五湖クラブ  5 月ブリテン 第１６２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          

 

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 

                     ０円 

累計           ０円 

 

 

今月のハッピーバースデー   

    

     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。 

 

 

 

 



2018 年４月第 1 例会 

 
日時；2018 年 4 月 6 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、武藤、三浦 

〈5/12第 3回評議会＆富士五湖 15周年記念例

会〉会場；魚吉会館 

 EMC 会議；10:00～11:00（菰渕） 

 再試食会＞ 4/7 （土）12:00 原 2、望月 2、

後藤 2。映像を映す確認をする（望月確認） 

 聖句は須藤さん、朗読祈祷は茅野さん 

 祝会；飲み物はホストの富士五湖クラブメ

ンバーが担当する。 

記念品；石ころ引き、当り 15 名（お楽しみ

タイム） 

ニコニコBOXとして袋を回して献金を募る

⇒山梨 Y 新会館建設基金へ寄付する。 

バス送迎；富士五湖メンバー男 2 名同行、

富士山駅鳥居西側に駐車し、誘導する。 

〈EMC パンフ〉富士五湖クラブの活動を中心

に作成する。富士山例会、区大会、例会、 

フライングディスク大会、DBC 京都旅行の

写真などを入れて作成する。 

第 8 回フライングディスク大会の参加者へ

EMC パンフを作成して父兄や協力者へ配

る。 

〈第 8 回フライングディスク大会〉施設案内

⇒三浦 

4/11 締切、4/13 三浦一覧作成エクセル 1 ペ

ージ⇒4/21-22 茅野データ作成⇒三浦印刷 

（茅野⇒三浦；サンプル送付する、それに

基づいて参加者一覧を作成する） 

お手伝い；神谷、長谷川（あ）、須藤 2、御

殿場 7、甲府 21 は？。 

表彰メダル；富士山型にするか検討（原） 

 挨拶に富士吉田市副市長前田様、恩賜林組

合長武川様、あずさ部長大野様。 

選手宣誓；ハーバル工房（社教管轄）お菓

子も頼む。くるみ・わかあゆが不参加。 

三浦;審判、受付；喜代子、acco。須藤；バ

ンザイ隊。富士五湖残り 6 名。 

メディア対応；会長または望月勉さん 

召集誘導；富士五湖 4＋他クラブ等協力者 4。

バンザイ隊；須藤＋他クラブ協力者？。 

召集誘導、ディスク拾い隊が足りない。サ

イト 4⇒3 へ変更するか。 

〈5/12 サンライズワーク合同例会〉ワークか

ら後藤参加、望月 2 は 6:30 から参加。 

〈東日本区大会〉沼津。原 2 は元理事会、代

議員会＞弁当申し込み。 

三浦別車。望月 2、後藤 2 は弁当購入して早

めに会場に行き、グッズ販売。  

〈西日本区大会〉早割対応；来週振込予定。

神戸。JR 東海ツアーズ申込み済み。 

望月 2、後藤 2＞新富士～。 原 2＞東京駅 

〈ロースター原稿〉地図修正；パインズパー

ク、北口浅間神社、富士山駅へ変更 

 今後の予定；  

 4/27（金）4 月第 2 例会     

4/28（土）第 8 回フライングディスク大    

会 in 郡内 

 5/4（金）5 月第 1 例会      

5/12（土）第 3 回評議会＆15 周年記念祝会 

 定刻になりましたので、例会は終了。時間

の許すメンバーは恒例のサイゼで懇親を深

めました。 

 

東京サンライズ 

山中湖センターワーク＆合同例会 

 
2018 年 4 月 21 日（土）午後 1 時から 10 時 

場所；東京 YMCA 山中湖センター 

参加者；富士五湖＝後藤、望月 2 

サンライズ；江原、菰渕、長津、御園生、菅

原 

東京サンライズの面々が恒例で行なっている

山中湖センターのワークに参加しました。今

年度はロッジ前の手すりの交換と塗装でした。

後藤は一時過ぎに伺い、ワークに合流しまし

た。職員 2 名、江原会長、菰渕さん、長津さ

ん、御園生さん達が主役でのワークで、後藤

は塗装に協力しました。 

日頃ワークに参加していなかったのですが、

ワイズのワークはしっかりした貢献をしてい

ると感じ入りました。富士五湖クラブにはな

いワイズの活動の一端をみました。 

暑い中での作業でもあり、大変でしたが、皆

頑張っていました。予定の作業をして、残り

は翌日ということで、本日は終了となりまし

た。菅原さんもバス・タクシーで駆けつけ合

流しました。 

先に風呂に入り、汗を流してから、午後 6 時

より、東京サンライズクラブと富士五湖クラ

ブとの合同例会になりました。おもにクラブ

連絡事項で終了し、早速、懇親会へと移行し

ました。 

午後 7 時ごろ、望月夫妻も合流して、恒例の

豪華料理の懇親を深めました。各人の近況を

報告しながら、楽しい一時を過ごしました。

午後 10 時前に中締めとなり、富士五湖クラブ



の面々は帰りました。 

少ない参加者でしたが、充実したワークでし

た。どうもお疲れ様でした。 

 

 

2018 年 4 月第 2 例会 

 
日時；2018 年 4 月 27 日(金)午後 8 時～10 時

00 分 

場所；富士吉田市 望月勉宅 

参加者；原 2、望月 2、後藤 2、武藤＋まきち

ゃん、三浦。 

本日は、明日の〈第 8 回フライングディスク

大会〉の準備例会として開催しました。 

参加状況 登録者 92 名  

① アキュラシー アンダースリー 10名（記

念品あり、表彰メダルなし） 

ディスリートファイブ 75 名 ディスリ

ートセブン 8 名 

② ディスタンス（遠投）73 名（記念品なし、

表彰メダルのみ） 

4/12（木）に茅野さんに参加者リスト送り、

データ化されて、三浦さんが参加者カード

を印刷してきていました。まずは、恒例の

カルタ取りならぬ、参加者カードをサイト

ごとの競技シートに振り分けを行いまし

た。その後、スタッフ用プログラムに基づ

き、再確認して内容を詰めた。 

8:30 現地集合し設営開始、9 時全体打合せ、

役割分担説明と各役割に分かれて打合せ。 

〈EMC パンフ〉acco⇒1000 部印刷済み、大

会当日の最中に参加者父兄や施設職員に配

布 （望月） 

表彰メダル；富士山型にできないが、大幅

に刷新した（原） 

【タイムスケジュール】ゲスト紹介・挨拶と

選手宣誓などの確認をした。 

 三浦;審判、受付；淑子、喜代子、acco。 

須藤；バンザイ隊。集計；茅野、七戸（三

浦ボラ） 

バンザイ隊；須藤・須藤（道）・大野・神谷・

芹沢・金光・高橋・茅野パパ・駒田・前原 

召集誘導；①原・淑子②望月（喜）・小池③

標・標（恭）④長谷川・大和田 

ディスク拾い；今村・三浦ボラ・ 渡辺 

後藤（開会式司会・フリー）、acco(記録写真

ほか) 、望月勉（閉会式司会・メディア対応・

記念写真） 

お菓子（ハーバル工房）140 個依頼済み  

ワイズ 23 審判 15 選手 92 看護師 1  

今村伝道師 三浦ボラ 3 ＋予備    

試投 4 名；挨拶ゲスト 3 名＋前原 CS 事業主任 

〈5/12第 3回評議会＆富士五湖 15周年記念例

会〉会場；魚吉会館 

EMC 会議；10:00～11:00（菰渕） 

4 月 7 日に最終下見と試食をしてきた。 

祝会人数により、部屋区切りを考慮する。 

聖句は須藤さん、朗読祈祷は茅野さん⇒原淑

子会長へ連絡、評議会資料に書き入れる。 

祝会；席順表作り（acco）富士五湖クラブメン

バーが全体に散らばってホストする。 

 

今後の予定； 5/4 （金） 5 月第 1 例会     

5/12（土）第 3 回評議会＆15 周年記念祝会 

 

準備は終了しましたので、例会は終了。時間

の許すメンバーは望月宅で懇親を深めました。 

 

 

第8回  

障がい者フライングディスク大会  

in郡内 
                                

三浦洋美 

 

 
 

 

4月28日（土）に第8回障害者フライングディ

スク大会ｉｎ郡内が富士五湖ワイズメンズク

ラブ主催で開催されました。 

5月がすぐそこまで来ているといっても肌寒

い富士北麓地域ですが、今回は晴天に恵まれ 

気候も暖かく絶好のディスク日和だったと思

います。 

選手、ボランティア、施設スタッフ、保護者、

審判団、多くのワイズメンズ総勢200名で 

富士吉田市パインズパーク芝生広場が笑顔で

埋め尽くされました。ご協力頂いた皆様には 

感謝の気持ちでいっぱいです。 



 
 

なによりも選手の皆様の真剣な眼差し、溢れ

る笑顔に関係者皆元気を頂いています。 

ありがとうございます。各ワイズメンズクラ

ブの方々のお手伝いがこの大会を支えてくだ

さっていますことにも感謝です。これからも

よろしくお願い致します。 

 
 

 
 

望月 勉 

朝から晴天に恵まれ、気温も 5 月中旬の陽気

となりました。富士吉田市パインズパークの

緑の芝生広場は、素晴らしいコンディション

でした。各地のワイズメン達もお手伝いに駆

けつけてもらいました。御殿場クラブからは

大和田会長以下 6 名、甲府クラブ 2 名、西ク

ラブ 2 名、甲府 21 クラブ 2 名、八王子クラブ

1 名、ボランティア 5 名、参加者は 180 名を

数えました。障害のある方が日々の練習の成

果を発揮する場であり、各施設の交流の場と

して、充実した生活、社会参加の一歩となる

事を願い、富士五湖クラブが開催しています。 
 

 
 

 
1 位になった方の喜ぶ姿、4 位になって残念が

る姿、メダルを首に掛けてもらった人は、誰

もが誇らしげでした。そして私が何よりうれ

しかったのは、富士五湖クラブ全員が参加し

た事でした。そして今年から大会に賛同して

くれる団体もいくつかあり、感謝でした。大

会も成功のうちに終了。来年も 9 回を成功 

させようと強く思った一日でした。 

皆様ありがとうございました。 



≪山梨ＹＭＣＡだより≫ 

露木淳司 

新年度が始まりました。ＹＭＣＡのそれぞ

れの事業にも新入生が加わり、今まさに新し

い風が吹き始めています。特に 70 周年記念事

業として立ち上げた発達障がい児支援のため

の「放課後等児童デイサービス・きらきら教

室」はようやく軌道に乗り始め、おかげさま

で競争の激しいこの事業を短期間で軌道に乗

せることができました。現在、毎日定員に近

い 13，4 名の児童が利用しています。それに

は、一人ひとりのケースに合わせた療育プロ

グラムが可能な人材を確保できたこと、学習

室、プレイルーム、体育館など施設環境に恵

まれたこと、プライムタイムという健常児の

学童保育と交流できること、習い事や野外活

動に参加できること、など他の競合事業所に

はない特典を備えることができたことが要因

としてあげられます。今後、この子供たちが

成長し大人になっていくのに合わせて、事業

範囲を拡大し、また、甲府市外のエリアに住

む子供たちの保護者の要望にもお答えして、

活動の拠点を増やしていけたらと願っていま

す。そのための一番の課題は人材の確保です。

今後とも関係各位の皆様からご指導ご鞭撻を

仰ぎ、さらなる充実した事業運営を目指しま

す。 

今年はもう一つロボット教室という新規事

業に挑戦しています。毎回異なるレゴブロッ

クのような組み立て式のロボットを作り上げ、

その仕組みから創造力や科学の知識を身に付

けていきます。特に男の子に人気のプログラ

ムです。今じわじわと参加者の輪が広がりつ

つあります。 

いよいよ会館建設を 2 年後に控え、将来計

画検討委員会の動きも最後の詰めに入ってま

いりました。事業部会では英語学校と国際事

業の再建と保育所の立ち上げについて、総務

財務部会では管理システムの再構築と様々な

補助金、助成金の獲得方法について、そして

建築部会では地域に根ざし世界を見つめるＹ

ＭＣＡに相応しい、未来永劫存続する施設の

設計が課題となっています。是非皆さんも積

極的にこの協議に加わっていただき、ご一緒

に新しいＹＭＣＡをつくろうではありません

か。 

5 月には定期総会を開催いたします。新たに

75 周年記念新会館建設募金活動のスタートに

ついて皆様にお計らいします。ワイズメンの

皆様にはぜひともご出席いただき、お支えく

ださいますようよろしくお願い申し上げます。 

「あれや これや」 
                              

中田久仁 

 横浜で営業マンとして 18年間働いた製造業

の会社を辞め、故郷の山梨 YMCAに入職して 2

年半が経とうとしています。最初の 1年は英

語学校や長期休みの野外活動の引率等、初め

て経験することばかりで、右も左も分からな

いまま、とにかく見よう見まねでやるだけと

言う日々が続きましたが 2年が経ちやっと落

ち着いて働けるようになりました。 

 ４月に入り今まで学童保育を担当していた

男性職員が 3月で退職したことによって、新

たに学童保育の担当にもなりました。 

今年度は例年になく２０名もの１年生が学童

保育に入り、４月末現在、全体で７０名の児

童が YMCAへ通っています。１年生が増えたこ

とや今まで YMCAに来たことがない小学生の児

童が増えたことで児童同士の新たな交流も増

え、学童保育も大いに活気にあふれており、

スタッフ一同毎日を慌しく過ごしている状況

です。 

 そんな中で先日嬉しいことがありました。

１年前に習い事の都合で YMCAを辞めた児童が

１年ぶりに訪問して来たので 

私が「よう！元気にしてたかい？」と尋ねた

ところ 

その彼女は照れながらも「元気でした」と返

事をくれました。 

当時の彼女はオテンバで私との会話の中で敬

語を使うことなど全くなかったのですが 

１年経ち高学年になったことで私にも敬語を

使うようになったのです。 

ほんの些細なことではありますが、子供の成

長を見ることが出来てとても嬉しい気持ちに

なりました。山梨 YMCAに通うすべての児童が

心身ともに健やかに成長することを願うばか

りです。 

 

 

これからの予定 

 

5月 4日  5月第 1例会 

5月 12日  第 3回あずさ部評議会 

             ＆15周年記念例会 

5月 25日  5月第 2例会 

6月 2‐3日 第 21回東日本区大会 

6月 9‐10日第 21回西日本区大会 

6月 9日  第 21回山梨 YMCAチャリテｲラン 

6月 15日  6月第 1例会 

6月 29日  6月第 2例会 定期総会 


