
 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

１２月第１例会：東京サンライズとの合同例会 

2018 年 12 月 1 日(金)PM5 時～ 

於：東京 YMCA 山中湖ｾﾝﾀｰ 

開会点鐘         大谷会長           

会長あいさつ 

ワイズソング＆ワイズの信条 

今月のハッピーバースデー＆アニバーサリー  

ニコニコ BOX 

ＹＭＣＡのうた 

閉会点鐘         後藤会長 

             

 

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  １２月ブリテン 第１６９号 

国 際 会 長 ：Moon Sang Bong（韓国） 

「Yes、we can change」 

アジア太平洋会長：田中博之 （日本） 

「Action」 

東日本区理事：宮内友弥（東京武蔵野多摩） 

「為せば、成る 」 

あずさ部長：廣瀬 健(甲府 21) 

「未来はそれに備える人のものである」 

  

富士五湖クラブ会長：後藤明久 

  『さらに進める 私たちはできる』 

会長 後藤明久 

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 原 淑子          

 

１１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          14,441 円 

北海道地震復興基金へ △14,441 円 

累計                 ０ 円 

 

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。 

 

 

 

 

これからの予定 

12月 1日(土)      山中クリスマス合同例会   東京 YMCA山中湖ｾﾝﾀｰ 

1 月 11 日(金)～12 日(土)  新年例会            河口湖  

1 月 25 日(金)       1 月第 2 例会       ふれあいセンター  

2 月 8 日(金)       2 月第 1 例会       ふれあいセンター 

2 月 9 日(土)       第 2 回あずさ部評議会   八王子 高尾の森 

2 月 22 日(金)       2 月第 2 例会               ふれあいセンター 



山梨YMCAバザー 

               
2019年11月3日 第58回山梨YMCAバザーが開

催されました。富士五湖クラブも恒例となっ

たおもちゃやさんの「たからつり」、 

ファンドグッズとマフィンの販売を行いま

した。何が当たるかお楽しみの「たからつり」

に目を輝かせて紐を引っ張る子供たちの笑

顔が印象的でした。 

富士五湖クラブからの参加者は、後藤2、望

月2、原2、小池、武藤＋マキちゃん 

以下はそれぞれの売り場から… 

                                

原 俊彦 

11月3日(土)、恒例の山梨YMCAバザーが開催

されました。今回も望月さんの車に便乗して

会場へ向かったのですが、会館に着くや、一

階は採れたての野菜や果物が山と積まれ、既

にバザーの賑わいが始まっていました。富士

五湖クラブは何時ものように屋上でおもち

ゃ屋さんを開き、部屋の中では、マフィンと

私が俄かに持ち込んだグッズのお店を開か

せて頂きました。 

今年は何時もの年よりお客様が多い感じで、

売り場は暫く行列が絶えない程でした。 

天候にも恵まれ、絶好のバザー日和で参加し

た富士五湖のメンバー8人も秋の一日を十分

楽しませて頂きました。 

今年はバザー直前に大量のオーダーが入っ

てしまった為、グッズの準備が殆ど出来ず 

“有りモノ“で済ましてしまった反省から、

来年はもっと時間を掛けて制作に臨みたい

と思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武藤五子 

11月3日は天気もよく、今年は原さんのお隣

でスイートのマフィン2個とパウンドケーキ

1個セットにして販売させていただきました。 

顔見知りの方々が購入してくださり、最後は

後藤さんのパワーで完売できました。 

ありがとうございました。 

 

 

 

藤井寛敏ワイズ  

バランタイン賞受賞祝賀会 

 
                                     

原俊彦 

11月4日(日)、江東クラブ、元国際会長の藤

井寛敏ワイズのバランタイン賞受賞祝賀会

が青山 

アイビーホールにて開催されました。 

このバランタイン賞は、今年7月韓国ヨスで

行われた第72回国際大会で藤井ワイズに授

与されたもので、国際舞台でワイズに最も貢

献したメンバーに毎年一人だけ与えられる

極めて貴重な賞なのです。長い日本のワイズ

歴の中でもこれまで数名しか受賞していま

せん。 

 
 

祝賀会は江東クラブの山崎ワイズとリーダ

ーOBの大木さんの司会で始まりました。京都

から駆けつけた森田恵三さんを始め栗本直

前理事などから祝辞を頂き会食開始。祝賀会

は2時間ほどの短い時間で終了しましたが、

極め付きは舞台で行われた藤井ワイズへの

記念品贈呈のコーナーで、青いガウン、真っ

赤なバスタオルに身を纏った藤井ワイズが

猪木ならぬお得意の“カモンガッツ”を連発

‼︎・・・最高に盛り上がった所でお開きと

なりました。 

 

 

 
 



チャリティー寄席 

 

望月勉 

１０月２９日 伊東例会の翌日、御殿場クラ

ブのメインホストにより、山梨県大月市出身

の三遊亭小遊三他２名による「西日本豪雨災

害支援、チャリティー寄席ｉｎ御殿場」が、

ＹＭＣＡ東山荘で行われました。１７時３０

分開場予定も、かなりの客が入り口に並んだ

ため、１７時１０分には開場、１８時から開

演となりました。前座のあと真打小遊三さん

の落語は、笑い声が途切れることなく大変面

白く、久しぶりに心の底から笑いました。４

００人以上のお客さんが集まり、御殿場クラ

ブに前原さんの行動力と集客力には感心す

るばかりでした。富士五湖クラブからは、望

月２名と原さん２名の計４名が参加しまし

た。富士山部を中心に沢山のワイズメインが

参加しました。 

 

 

  

★★★  ☆ ★・・・ 

     

11月第 2 例会 
 

2019年 11月 23日 20時～ 

於：ふれあいセンター 

参加者 後藤 2、原 2、望月(喜)、三浦、小

池、武藤、マキ 

 

〈議事〉 

・富士山例会の決算報告。 

・伊東移動例会の反省と決算報告。 

・山梨 YMCAバザー反省と決算報告。 

・12/1 山中湖クリスマス合同例会 

 参加予定者：後藤 2、望月 2、原 2、小池 

 いずれも都合により 17時からの例会から

の参加 

・12/15松本クラブ 30周年＆アジア賞 

 参加予定者：望月 2、原 2、小池 

・12/14御殿場東山荘感謝祭 

 参加予定者：後藤 2、望月 2、原 2、小池 

 ファンドグッズとマフィン販売を行う。 

 16時半から例会開始なので 16時に現着 

・1/11-12新年例会  

 廣瀬部長公式訪問、案内を出す。 

 あずさ部メーリングリストに流す。 

 

 

 

 

「あれや これや」        ☆☆☆… 

 

    <ソムリエ講座受講しました>               ☆。☆☆★・・・ 

                                      小池亦彦 

みなさんソムリエといって思い浮かべるのは ?? ワインソムリエを思い浮かべる方が殆ど

では !! 

今回、以前から受講しようとしていたソムリエ講座星ソムリエ(星空案内人)養成講座を受講

してきました。 

10 年ほど前からこの星ソムリエを養成講座が始まり、現在 4000 人ほどの星ソムリエの方が

日本中で活躍されています。その中の 1割が本ソムリエで、他の方々は準ソムリエと呼ばれ

ています。  

実は富士山例会などで、望月ワイズが佐藤小屋の駐車場で何人かの参加者の方に、星空の案

内を何度かされていますが、まさしくこれが星ソムリエそのものです。お見事 !! 

今回はまず準ソムリエ(見習い)からのスタートです。講座は国内各地で開催されていますが、

中々日程やら、定員オーバーで入れず、複数の講座を応募で乗り切る作戦でした。 

単位制で座学学科と実技学科があります。結局、短期集中で一気に受講。場所はなんと秋田

県の中心部に位置する秋田大学教育文化学部天文台運営部会の主催講座でした。初秋田県上

陸です。 

参加者は年齢バラバラ。やたら星に詳しい学生さん、地元テレビ局のアナウンサー、介護の

仕事に付いている女性や病院施設の方々。様々20名余りでスタート !講師の方々殆ど大学教

授。まずレベル高いの一言。単位ごとに課題のテストなんですが、四択試験に慣れすぎもあ

って間違っている文章を正確な内容を表記にする問題にあたふたーー結局基準ギリギリで通

過。実技科目では、望遠鏡の組み立て設置調整や実際の案内の演習、殆ど曇っていたので何



とか(笑)講義の演習の晴れ間に天文ドームの中にある大型望遠鏡で見た昼間の星。火星がイ

ンパクト抜群です。 

3日間の集中講座参加者全員合格でしたーー 

和気あいあいの中に終了。最後には参加者で隣の席で一緒の方に、また秋田に来てねーコー

ルで空港まで車で送っていただきました。残念ながら認証状交付式に参加できなかったので

すが、本ソムリエ取得の実技試験であと数回は秋田にお邪魔する機会が増えそうです。 

 

クリスマスイブの夜 20時頃、西の低い空に綺麗な十字架が見えます。眺めてみてください。 

 

 

 

≪山梨 YMCAだより≫ 

      YMCAのりんごの木 
                                露木淳司 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

好きなだけ自分でもぐという体験は実に貴重なものです。山梨ではぶどうや桃は身近です

が、みかんやりんごはあまり見かけることはありません。食べ物の大切さを学ぶ意味でも大

変有意義なプログラムとなりました。お土産もたくさんゲットして子供たちは大満足でした。 

さて、この 12月、中央市に新しい YMCAの拠点、「田富恵みの家」がスタートします。「岡

島ぶどうの木」、「南西望みの家」に続き、山梨 YMCA３つ目のブランチになります。発達障害

の児童のための放課後デイサービスがメインの活動で、ここでのこの事業は「りんごの木」

と名づけられました。広い敷地に立つ古民家で風情のある建物です。この庭に本物のりんご

の木を植えて、いつの日か実際にりんご狩りができるようにしたいとスタッフ一同夢見てい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YMCAでは、今年から甲府 21の茅野崢ワイズの紹介で、

北杜市須玉町の津金地区にある農園にりんごの木を

一本所有することになりました。去る 11 月 11 日と

18 日に、フクロウくらぶ、きらきら教室、つぼみっ

こ、わいわい地球塾と 4つのグループがりんご狩りを

楽しみました。 

スーパーで買ってきたりんごしか食べたことのない

子供たちにとって、たわわになった真っ赤なりんごを 

 

 

 

 

つぶやき 

 

2018‐2019 年度 上半期 

思い起こせば… 

あっという間の上半期が過ぎました。 

下半期もみんなで元気に活きましょう!! 

              acco 

 


