
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

  

 

   

 

  

 

 

  

                         

 

１２月クリスマス合同例会 

２０１５年１２月５日 

     於：東京 YMCA山中湖センター    

１４時～山中湖クリスマス会 

１７時～例会（東京ｻﾝﾗｲｽﾞとの合同例会） 

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、１分間スピーチ 

５、諸報告 

６、ＹＭＣＡのうた      

７、閉会点鐘   

１８時～祝会   

 

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 

２０１５年 富士五湖クラブ １２月ブリテン 第１３４号 

国際会長：Wichian Boonmapajorn(タイ) 

主題：「信念のあるミッション」（Mission with Faith） 

アジア地域会長：Edward K.W.Ong(シンガポール） 

主題：「愛をもって奉仕をしょう」 （Through Love, Serve） 

東日本区理事：渡辺隆(甲府） 

主題: 「原点に立って、未来へステップ」 

あずさ部長：標 克明 

「ワイズメンとして一歩前進」 

富士五湖クラブ会長：小池亦彦 

  『常に最善をつくそう！！』 

会長 小池亦彦 

副会長 望月 勉 

副会長 原 俊彦 

書記 後藤昭子 

会計 武藤五子 

会計 望月喜代子 

直前会長 後藤昭子          

 

 

今月のハッピーバースデー 

  

お誕生日の該当はありません。 

 

アニバーサリー 

 

10日 後藤明久＆昭子夫妻 

 

おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月のデータ 

  会員数    １３名 

  例会出席    １２名 

例会出席率       ９２％        

ニコニコ BOX            ０円 

      累計     ３６０円 

 

 

    12 月の夕富士～山中湖平野にて 

 



第 55 回山梨 YMCA バザー 

後藤明久 

日時；2015 年 11 月 3 日(火)文化の日 

午後 9 時～14 時 30 分 

場所；山梨 YMCA センター 

参加者；望月 2、原 2、後藤 2、三浦、武藤＋

マキちゃん 

午前 8 時、後藤 2 は小池会長宅より、恒例の

おもちゃ屋さんのための備品車で出発、別車

で望月号（望月 2、原 2）、武藤号（武藤＋マ

キちゃん）、三浦号で山梨 YMCA に集合、3

階に皆で準備して容易万全です。今回は豆も

ち販売も並行して行うことになりました（前

日に三浦、望月喜代子作成） 

 

 

 

古屋実行委員長の報告では、昨年よりバザー

収益が良かったこととの事、まずは良かった

です。富士五湖クラブ出店のおもちゃ屋さん

は、近年お客さんが減る一方で、数年前の半

分以下です。特に子供の来場者が少なく、出

店内容も考えていかなくてはならないようで

す。ただ、楽しみにしている子供も多く、豆

もち屋さんなどを併用して何とか続けていく

ことも必要でしょうか。豆もち売り上げでな

んとか例年どおりの寄付をさせて頂きました。 

子供たちが少なくなっているので、少しでも

多くの来場者が見込めるように YMCA の意

義を強調して活動を広げて大きな輪にしてい

くことが最優先ですね。山梨 YMCA が主と

なって声を出してリーダーを集め、育成を図

り、活動を広げていくことが重要と感じまし

た。 

１階では、いつもの八百屋さん、じゃがバタ

ー屋さん、栄村特産売り場、ガラクタ市も甲

府クラブ、甲府 21 クラブが主体となって大

繁盛のようでした。 

2 階の食堂は満員御礼状態で席を確保するに

も一苦労でした。認知されたイベントで来場

者も多いですね。女性陣の仕切っている喫茶

も大繁盛でした。美味しいコーヒーとケーキ

を頂きました。恒例のカレーライスとおでん、

いなり、パンと色とりどりでおなかいっぱい

です。 

3 階は富士五湖クラブのおもちゃ屋さんのほ

かに、ボーイスカウトのキャンドル、小さな

おもちゃ屋さん、食べ物屋さん（フランクフ

ルト、お茶、韓国チジミ、うどん）があり、

体育館の中には、下着、靴下、アクセサリー、

チーズ、ケーキ、古本などが販売されていま

した。目玉はビックリ市ですが、例年商品が

少なくなっていますが、昨年より売ったよう

です。特に今回は売るばかりでなく、なるべ

く買い物をしようと云うことで、富士五湖メ

ンバーみんなでいろいろなものを仕入れてき

ました。三浦号、武藤号は先に帰り、最後の

抽選では、洗剤と骨盤矯正座ﾌﾄﾝが当たったよ

うです。小当りで運を使いきることなく家路

に就くことができました。小池号を返却して、

河口湖大橋通りのガストで反省会を開き、英

気を養いました。お疲れ様でした。 

 

山梨YMCAバザーに参加して… 

                                 三浦洋美 

富士五湖ワイズに入会して始めてバザーに参加

しました。 

日頃のYMCA   の活動の成果がこのバザーに出て

いると感じました。 



子ども達から昔子供だった人達、沢山の方がいろ

いろな模擬店を楽しみ 

ご馳走を食べながら会話を楽しんでいる姿を見

て私も嬉しくなりました。 

富士五湖クラブでは恒例の「お楽しみひもクジ」

実は私も2回引きました（テッヘ！） 

子供たちに楽しんで引いて頂くよう話術で盛り

上げました。楽しかった～。 

そして今回初参戦の豆餅、前日には喜代子さんに

お手伝いして頂き40袋用意しました。 

国中での認知度は少ないため完売までに少し時

間はかかりましたが、これからだんだんと 

豆餅ファンが出てくると思っています。 

 

須藤さんを訪ねて   

                原 淑子                                                              

11 月 22 日、伊東クラブ 40 周年記念例会に出

席する前に、伊豆高原「ゆうゆうの里」に住ま

いを移された須藤さんご夫妻をお訪ねしました。

「ゆうゆうの里」は、日本全国に 7 カ所有りま

すが、伊豆高原は、国立公園の中に有り、大室

山が間近に見え、春には、大室山のさくらの里

や、３Km にも及ぶ桜並木が有り、壮観との事

でした。建物の周りは、四季咲きの木や、広葉

樹、常緑樹の樹木が多く植えられ、散策も出来、

他の地域のゆうゆうの里の建物は、高いビル形

式がほとんどですが、伊豆高原のゆうゆうの里

は、全て２階建てで親しみが持たれ、使い易そ

うでした。大浴場は温泉で、しかも掛け流しと

の事。 

 

お部屋にもお邪魔させて頂きましたが、使い勝

手の良いお部屋で，裏庭が有り、木々に囲まれ

ているので、丁度林の中の様な感じでした。朝

食は各自のお部屋で頂き、昼食、夕食は、食堂

で頂くそうです。私達も昼食をご一緒させて頂

きました。特別メニューの「お刺身定食」を御

馳走になりました。海が近いのでお刺身はとて

も美味しかったです。やはり、お魚が新鮮で美

味しいとの事でした。富士吉田は、もう朝晩は

随分冷えて来ていますが、ゆうゆうの里は、冬

は温暖で，夏は海からの風が通るので、涼しい

そうです。施設では、色々なサークルが有るの

でコミュニケーションも取れる様でした。移ら

れてからの教会も歩いて直ぐの所に有ったそう

です。この後、伊東クラブ４０周年記念例会に

参加しました。須藤さん、奥様にはお世話にな

り有り難うございました。 

須藤さんをお訪ねしたのは、後藤（明）さん、

望月（勉）さん、喜代子さん、原（俊）さん 

原（淑）でした。尚、三浦さん、武藤さんも２

日前に訪ねられました。 

 

伊東ワイズメンズクラブ 

創立 40 周年記念例会 

望月喜代子 

伊東クラブ創立 40 周年記念例会が、ダンコー

エンボウル 2Ｆバンケットで、14 時から行われ

ました。富士五湖クラブは、今は伊豆高原に住

んでいる須藤さんを迎えに行き、昼飯を御馳走

になり、それから伊東に向かい、14 時に着きま

した。14 時に伊東クラブ会長榎本さんの開会点

鐘で例会は始まり、伊東市少年少女合唱団の歌

を懐かしく聞きました。40 周年事業報告では、

伊東市市営のキャンプ場にドグハウスを贈呈と、

伊東市少年少女合唱団に助成金を贈呈等が発表

されました。伊東市長、東日本区理事、富士山

部部長から祝辞を頂き、永年在籍メンバーの表

彰で閉会。会場をホテル暖香園に移動して、１

6：00 より開会。6 名の祝辞の後、下田クラブ

会長の音頭で乾杯。18：30 まで楽しく音楽や伊

東温泉芸妓衆の舞を楽しみました。鈴木実行委

員長の謝辞で閉会。富士五湖クラブ 6 名は市内

の海鮮居酒屋に場所を移し、須藤さんと久しぶ

りの会話を楽しみました。伊東クラブは会員も

30 名近くいて、大変元気のあるクラブでした。

例会参加者も 180 名、東日本区でもトップクラ



スのクラブでした。富士五湖クラブは原さん夫

妻と後藤さん、望月 2 名。須藤さんは伊東駅か

ら伊豆高原駅に電車で帰宅。私達は 12 時に吉

田に帰宅しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊東クラブ４０周年記念例会印象記 

                                   

須藤 繁 

 この記念例会のおかげで、半年ぶりに富士五

湖クラブの皆さんにお会いし、お互いの息災を

喜びながら、伊東市内にある暖香園ホテルでの

伊東クラブ 40 周年記念例会に参加しました。 

思いがけないことに、開会前に、伊東クラブ

員で富士山部部長の久保田康正さんから、ゆう

ゆうの里の看護婦さんも会員なのでぜひ例会に

出席をとお誘いを受けました。まだ里での生活

リズムが定まっていないのでしばらく待って下

さいとお願いして、ひとまずは富士五湖クラブ

員として過ごすことを了解して頂けた（？）と

思っています。皆さん今後ともよろしく！ 

 さて、例会が始まって最初に驚いたのは、伊

東クラブ員全員が黒の上下に黒の蝶ネクタイ姿

で歓待してくれたことですが、それ以上に驚い

たのは、演壇の真正面に大きな日の丸が飾られ

ていたことです。伊東クラブの会長が登壇する

ときにその日の丸に会釈をする姿は、テレビで

見る菅官房長官の記者会見の時のそれを彷彿と

させるものでした。 

 次に驚いたのは、祝宴でプログラムに「食前

の感謝」とあったので、てっきり感謝の祈祷か

と思って目を閉じようとした瞬間、登壇した若

い伊東クラブ員が大声で何か言ったと思ったら

最後に「感謝します。」と叫んであっという間に

降壇してしまったことです。彼は最初に何と言

ったのでしょうか。 

 さすが歴史ある伊東クラブと思ったこともあ

ります。40 周年記念事業として伊東市の青少年

キャンプ場に管理棟になる建物１棟の贈呈式が

ありましたが、それまでも伊東クラブは 5 年ご

とに周年事業として同じキャンプ場に煮炊き場

の屋根など様々のプレゼントを続けてきたとの

ことでした。そのキャンプ場で親子が楽しそう

にバーベキューを楽しんでいる姿が写真で報告

されましたが、社会貢献は継続が肝心ですね。 

もう１つ、さすが温泉街伊東と思ったのは、

多くの芸者さんが並んで挨拶した華やかな光景

に出会った時です。早速私もお願いして日本酒

を持ってきて貰いましたが、その時貴重な情報

を得ることができました。それはインターネッ

トでも滅多に手に入らない静岡の名酒を売って

いる店を聞き出したことです。今度皆さんにお

会いした時にこのお酒を振る舞えれば良いので

すが。 

宴の最後のころ、2 組のジャズバンドの演奏

がありました。相当なお歳の方が芸者さんにダ

ンスを迫る姿もありましたが、我が原夫妻はお

二人で夫婦仲そのままに激しいリズムにも乗っ

て踊っていました。見事でした。 

最後は、初めての「富士山部歌」を聞きなが

らのお開きでした。もっとも、我がクラブがそ

れで終るわけもなく、駅前の居酒屋に繰り出し

て、伊東らしい珍しい肴を楽しみ、中年の店員

さん相手にバカなことを言いながら、しばらく

の楽しい時を過ごして打ち上げとなりました。

喜代子さんは酔っ払いを乗せての暗い山越えの

運転で大丈夫かなと心配しながら、私は久しぶ

りの電車での帰宅でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2015 年 11 月第 2 例会 

 

日時；2015 年 11 月 27 日(金)午後 8 時～9 時 50

分 

場所；富士吉田市ふれあいセンター 

参加者；望月 2、原 2、後藤 2、茅野、三浦、武

藤＋マキちゃん 

小池会長欠席のため、原副会長より、伊東クラ

ブ 40 周年祝会お疲れ様でした。富士五湖から 6

名もの参加が出来て良かったです。次期会長の

自覚が段々と出てきました。今後とも宜しくと

挨拶されて、議事に入った。 

『11/3（文化の日）山梨 YMCA バザー』豆もち

販売のおかげでなんとか例年通りの売り上げが

確保できた。子供の入場者が減っていて恒例の

おもちゃ屋さんが苦戦した。豆もち販売を拡充

する方向とした。内々での口コミだけでなく折

込チラシなど地域への広報を粘り強く進めるべ

きと感じた。会議に参加できない分は FAX な

どで意見を述べていく。 

『11/22(日)須藤さん訪問と伊東クラブ40周年』 

望月 2、原 2、後藤明；須藤さんのいる、ゆう

ゆうの里を訪問した。施設見学といれたてコー

ヒーとミカンをいただき、食堂でおいしい刺身

定食を御馳走になった。その後、須藤さんも同

行して伊東クラブ 40 周年に参加した。ゆうゆ

うの里の看護師が初の女性会員として入会した。

伊東クラブは 26 名で若い人も多く元気でワイ

ズの模範的なクラブと感じた。富士五湖恒例の

二次会は須藤さんと伊東駅前の居酒屋まるたか

で盛り上がり、楽しい一時を過ごした。須藤さ

んが思ったより元気で良かった。3 月の移動例

会が楽しみだ。 

『12/5(土)山中湖クリスマス例会』13:00後藤 2、

16:00 小池、17:00 望月 2、原 2、茅野 

『12/13（日）松本アジア賞』小池、望月 2、後

藤 2、茅野（望月宅 10:30 双葉 SA11:30） 

『12/19(土)御殿場クラブクリスマス』望月 2、

原 2、後藤 2、三浦（ワイン 2、焼酎 1 土産） 

『1/15～16（金・土）富士五湖新年例会；大池

ホテル』15000 円二次会込み。会員 6000 円。 

  全員 1 点献品でオークションを行う。後払

い記帳式にするなど宴会で出来る方式にする。 

『3 月移動例会』3/12～13（土日）伊東温泉で

行い、須藤さん卓話を企画する。 

『4/16～17(土・日)DBC 合同例会』甲府の茅野

さんより、望月さん、原さんに TEL あり、草

津クラブの一井さんより草津と DBC を組んで

3 クラブで交流を続けていこうとの要請が来た。

甲府 21 としてもトライアングルで是非続けて

ほしいとのこと。正式な DBC を組んで進める

なら交流を続けることとなった。原さんが窓口

で折衝することになった。方針としては 1 月の

新年例会に草津、甲府 21 に参加してもらい、

DBC 締結式を行う。理事、部長、交流事業主任

に立ち会ってもらう。4 月 16～17 日の滋賀で

の交流会は原 2、茅野が参加する。望月 2、後

藤 2 は春季例大祭で無理。会長微妙。翌週

4/23(土)は富士五湖最大の CS 事業のフライン

グディスク大会あり、準備が忙しく大変だが、

できる限り対応していく。 

『その他の予定』ブリテン原稿の割り振りは別

途メール配信する。 

1/9（土）在京新年会；ホスト八王子クラブ 

2/21（日）富士宮クラブ 20 周年記念例会 

3/5～6（土・日）次期会長・事業主査研修会（原

俊彦次期会長） 

3/12～13（土・日）伊東移動例会；須藤さん卓

話（長田実行委員長） 

4/23（土）第 6 回富士五湖フライングディスク

大会 

5/29（日）御殿場クラブ 30 周年記念例会 

5 月の卓話をする；候補の推薦をする。 

定刻で例会終了となり、時間の許すメンバーは

いつものサイゼで懇親を深めた。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

≪山梨 YMCA だより≫ 

露木淳司 

ＹＭＣＡの会館は取り壊しになります。このことをもっと関係各位並びに知ってもらい、ＹＭＣＡ

と共に進めて行く新しい街づくりを共に考えようというねらいの下に、11 月 26 日、ぴゅあ総合にて

「明日のＹＭＣＡを考えるつどい」が開催されました。当日はワイズメンやメネット、ぶどうの木の

方々を中心に、総勢 70 名余りが集まりました。甲府 21 ワイズで将来計画検討委員の野々垣健五氏に

よるプレゼンによれば、これは千載一遇のチャンスであり、ＹＭＣＡが大きく飛躍するための秘策は

いくつもあることが紹介されました。今後もＦＯＲ ＡＬＬをキーワードとする新しいグランドデザ

イン、夢の計画実現に向けて歩みを進めていきたいと願っております。 

そのＦＯＲ ＡＬＬを象徴するイベント「ＹＭＣＡバザー」の会計報告がまとまりました。総収入

は 105 万円、収益は 76 万円（昨年より約 10 万円減）です。ワイズ関連では甲府ワイズのびっくり市

225,160 円（4 万 9 千円減）、北海道チーズ 33,000 円、野菜と果物 29,300 円、荒川商店 9,400 円、メ

ネットのパウンドケーキ 25,000 円、アクセサリー20,000 円、甲府 21 ワイズのじゃがバタは 6,150

円、古書コーナー15,315 円、メネットの喫茶・手芸 41,051 円、富士五湖のおもちゃ 3,000 円、栄村

の商品 8,239 円などとなっております。天候も良く、献品協力者数や入場者数はまずまずでしたが、

数字が伸び悩んだのは各家庭にある品々が少なくなっているのが原因かと言われています。反省会で

は新たなタイプの出店、飲食関連をもっと豊かに、など来年に向けてのアイディアが出されています。 

  

＊『あれやこれや』は今月は都合によりおやすみします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つぶやき 

早いものでカレンダーも残り 1枚となり 2015年も過ぎようとしています。 

先日、義父が年賀状を持ってきて作成依頼されて改めて年月の経つ速さを感じるこの頃 

お嫁に来て数年したころに義父から年賀状作成を頼まれてそれから毎年のこと。 

来年は申年。ついこの間、申年の年賀状作成をしたのになあと思いつつ…。 

今度はどんな感じにしようかな？  

これから日増しに寒さが厳しくなります。体調管理に気を付けて元気に新年を迎えましょう！ 

＊須藤さんを訪ねる“移動例会”は日程が変更になりそうです。ただ今、調整中…acco 

 

これからの予定 

  

12/5 （土） 山中湖クリスマス合同例会 13 時～（東京サンライズとの合同例会） 

12/19（土） 御殿場クラブクリスマス会（東山荘） 

1/15 （金）～1/16（土）新年例会  河口湖大池ホテル 

1/29 （金） 1 月第 2 例会（次期役員選出）20 時～ふれあいセンター 

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

2/13 （土） あずさ部第 2 回評議会    松本 

2/26 （金） 2 月第 2 例会        20 時～ふれあいセンター 

  


