
 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月のデータ 

会員数     １１名 

例会出席           １0 名 

例会出席率    ９１％        

ニコニコ BOX              0 円 

累計                  円 

 
 

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 

２０２０年 富士五湖クラブ  １月ブリテン 第１８３号 

国 際 会 長 ：Jennifer Jones(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 

「Yes、we can change」 

アジア太平洋会長：田中博之 （日本） 

「アクション」 

東日本区理事：山田敏明（十勝） 

「勇気ある改革、愛ある行動！ 」 

あずさ部長：赤羽美栄子(松本) 

「あなたの入会時の“ときめき”と多くの経験をワイズのために！」 

  

富士五湖クラブ会長：望月喜代子 

  『楽しみながら一歩一歩』 

会長 望月喜代子 

副会長 後藤昭子 

副会長 原 俊彦 

書記 後藤明久 

会計 武藤五子 

会計 望月 勉 

直前会長 後藤明久          

 

 

 

 １月新年例会  

2020年 1月 11日～12日 

     於：石和温泉常盤ホテル 

第 1部 例会 

１、開会点鐘          

２、ワイズソング＆ワイズの信条 

３、ゲスト紹介            

４、会長あいさつ  

５、ゲストあいさつ 

６、YMCAのうた 

７、閉会点鐘           

第２部 懇親会  

 

 

 

今月のハッピーバースデー 

 1 月 24 日 

     後藤昭子メン 

    おめでとうございます。 

今月のアニバーサリー 

   該当がありません 

      

忍野村内野地区 

古屋町内の 

富士山と御神木 



第 29 回山中湖クリスマス例会        

参加者；富士五湖クラブ：後藤 2、原俊彦 

東京サンライズ：小山２、菰渕、長津、御園生、

柴田、立田、大谷 

午後 1時過ぎから、後藤 2が、東京 YMCA山中

湖センターにお邪魔しました。もうビンゴの準

備はできていて、クリスマス会を始めるところ

でした。今年のページェントは、マンガ映画で、

強欲な男が年末に死を迎えることになり、善行

を行って、善い人になっていく物語でした。ク

リスマスバージョンでなかったが、日本語のほ

うが良いということで選定したとのことでし

た。子供たちにもわかりやすく良い映画でした。

その後、子供たちが分かれとて、リーダーたち

と野外活動と、小さな子たちは室内で、コマづ

くりをして楽しみました。お楽しみタイムで、

ケーキと飲み物をもらい一休みしました。 

 

最後は、サンライズの準備したビンゴ大会です。

今年も、1等賞は東京ディズニーランド招待券

です。大きなクマのぬいぐるみやカイトなどの

多数あり、景品もバージョンアップされていま

した。後藤 2もお手伝いして、元気な子供たち

とサンライズメンバーと楽しみました。子供た

ちも 30名ほどでしたが、大いに盛り上がりま

した。地域の子供たちも一時の半数ほどしかい

ないうえ、少年野球などのクラブ活動もあり、

参加人数が少ないのが実情に様です。地域での

クリスマス会も続けていく努力に感謝します

定刻で終了し、合同例会の時間です。原さんが

来るのを待って、例会開始です。小山久恵会長

の開会点鐘で始まりました。後藤、菰淵 2名は、

バス時刻と同窓会参加で時間がなく、開始早々

退場しました。1/11（土）在京新宴会への参加

確認をしていました。富士五湖クラブの新年例

会も石和常盤ホテルで 1/11-12（土日）と紹介

しました。 

恒例の懇親会は、相変わらず盛大に盛り上がっ

たようです。お疲れさまでした。 

 

あずさ部部大会 

望月喜代子 

１２月１４日 あずさ部部大会が松本で行わ

れました。富士五湖クラブは、原夫妻、後藤夫

妻、望月２名、６人で吉田を８時に出発しまし

た。早く着いたので COCOSで昼食を食べ、１２

時過ぎに会場の松本市深志神社に行き受付を

しました。１２時３０分から、あずさ部部大会

が、赤羽あずさ部長の開会点鐘で始まりました。

歓迎挨拶が松本クラブ中本会長、来賓祝辞が東

日本区理事山田敏明、アジア太平洋地域会長田

中博之、部長挨拶赤羽美栄子と続き、最後に「あ

ずさの道」を歌い終了。第２部は記念講演。松

本クラブ北村豊さんの「自然界より受け止める

アンチエイジング」の話が１時間ありました。

第３部はアジア賞授賞式。そして丸の内ビジネ

ス専門学校留学生による歌や踊りがありまし

た。留学生の皆さんいろいろ頑張っていました。

１６時３０分からは第４部懇親会です。次期あ 



 

あずさ部長の御園生好子さんの乾杯で、１時間

半ほど楽しい時を過ごしました。原さんは同じ

テーブルの留学生に、石や貝にプリントした記

念品をお土産にプレゼントして、大変喜ばれて

いました。２０時３０分には吉田帰着。望月宅

で２時間ほど２次会をして解散しました。 

 

御殿場クラブ合同例会とミニバザー 

原

原 俊彦 

暮れも押し迫った 12月 13日、御殿場クラブと

の合同の例会に出席しました。年に一回だけの

他クラブ訪問ですが、御殿場の皆さんが温かく

迎えてくれるので何時もホームグラウンドに

帰った気持ちになります。 

望月さんの車で 3時過ぎに着くやバザー会場に

は既に机が並べられていて準備万端。早速クリ

スマス向けに製作したガラス皿、マグカップ、

刺繍タイルなどを取り出していると早くも注

目が・・・特に刺繍タイルは始めての出店だけ

に珍しさもあって始めから売れ行き好調でし

た。 

1時間ほどのバザーの後、高橋会長の開会点鐘

で例会がスタートしましたが、女性メンバー中

心のじつに活気ある楽しい例会でした。例会が

終わって再びバザーが開催され御殿場クラブ

の皆さんのお手伝いもあって思った以上の売

り上げを上げることが出来ました。 

何時もクラブファンドにご協力頂き感謝です。 

 

御殿場東山荘感謝祭 

望月勉 

１２月１３日 １８：００から御殿場市のＹＭ

ＣＡ東山荘にて、今年１年の感謝祭が行われま

した。１７：００から、御殿場クラブ例会にも

出席しました。御殿場市長や地区の役員、各種

団体の会長、そして富士山部のワイズメン、田

中アジア太平洋地域会長も東京から出席しま

した。総勢１２０名もの賑やかな感謝祭となり

ました。美味しい食事やお酒の後、男性２名女

性１名によるオペラが披露され、楽しく時間が

過ぎていきました。その中で東山荘所長の堀口

さんは、御殿場ワイズメンズクラブにいつも協

力していただいていると何度も言っていまし

た。また御殿場クラブのメンバーと話をしてい

ると、台風１９号で、メンバーの若林前会長が

勤務している老人福祉施設が大きな被害を受

け、御殿場クラブが何度も炊き出しや応援に行

った話を聞きました。情報があれば一番近いク

ラブですので、何か協力できたのではと強く思

いました。富士五湖クラブのファンドのため、

原夫妻とバザーもさせていただき、良い感謝祭

となりました。 

 

 

新年の抱負        

須

★須藤 繁 

現在 3つの団体（老人ホーム、障碍者施設、伝

道団体）の責任を持っていますが、それぞれ人

事や規則改正など多くの課題を抱えています。

その課題をここ１年で何とか見通しをつけ、来



年（もしかしたら再来年）、次の方にスムーズ

に引き継ぎたいというのが、私の今年の切なる

（！）抱負です。それにしても、ここ伊豆はど

こへ行くにも遠い地で、ドラえもんの「どこで

もドア」があればとつくづく思います。 

 

★望月 勉 

一年を健康に 

今年は２０２０年東京オリンピックがありま

す。２度目の東京オリンピックです。何か少し

でも役に立てればと思います。 

三

★三浦洋美 

2020 年 東京オリンピックの年チケットも全

てはずれてしまった。負け惜しみを言うとテレ

ビで観戦した方がよく見える（笑） 

しかし、私にはオリンピックより大きなイベン

トが 2020年にはある。 

自閉症の娘の所属する日本自閉症協会全国大

会が秋に山梨で開催されるのです。 

多くのワイズメンの方々にも応援していただ

きたいと願っています。 

富士五湖ワイズメンズクラブのＣＳ活動の障

害者フライングディスク大会も今年で 10 回目

の記念すべき大会です。参加する皆様や多くの

ワイズメンが心に残る大会になるよう力を出

していきたいと思います。     

原

★原 俊彦 

昨年末、生まれて初めて「ペット」なる精密検

査を受けました。「頭のテッペンから足の爪先

まで全身くまなく悪性のガンがないか？」をチ

ェックするもので、結果は「真っ白」・・・今

年も当分の間「仕事にワイズ」に没頭出来そう

です。 

 

 

 

★茅野信雄 

2年前の体重に戻るぞ～ 

ジム頑張ります‼️ 

 

★望月喜代子 

今年も元気でワイズ活動が出来るようにして

いきたいと思っています。４月にはフライング

ディスク大会あるので、昨年は雨でしたが今年は

良い天気を祈っています。 

 

★原 淑子 

2019 年は、自然災害をはじめ色々な想定外

😆😣😖😱😨な事が有りました。 

2020 年は、オリンピックも有ります。一杯

😄😁🥰😘🥳の年になります様に❣️ 

 

福

★福田奈里子 

新年最初の礼拝に行く途上で、八ヶ岳の山々を

眺めながら浮かんだことばは“Liberation（解

放）” でした。なんでだろう？と自分でも思

うのですが、なぜか頭から離れないので、今年

のテーマにしようと思います。人々を縛る見え

ない「負の鎖」から、本当の意味で「自由」に

なることを夢みようとおもいます。自由＝自ら

に由る（学生時代に YMCAで聴いたっけ。）問

われるのはいつも、自らのあり方だなぁという

ことをキモに銘じて。本年もよろしくおねがい

いたします。 

 

武

★武藤五子 

まだまだあると思っていた２０２０年がやっ

てきました。 

今年はどんな年になるのでしょうか、オリンピ

ックを楽しめたり、友達との伊勢参りなど自分

の時間もつくり楽しい時が過ごせたらいいな

と思います。  



今年も頑張ります。 

よろしくお願いいたします。 

 

★acco  

電話番に、経理の仕事（決算）に時にドライバ

ーも兼ね、ワイズの事務局に町頭の奥さんの役

目に元組長の幹事にと… 

昨年暮れからは頭の中がいっぱいで、今やるべ

きことの順番を整理して紙に書き出して… 

今年も元気に活きます！！～笑顔で―♪ 

 

「あれやこれや」 

                 後藤明久 

 

 

町内会費集金とひいちなどを集めます。12日の

飾り準備、13日ご神木建て（この時にどんど焼

きを行います）、17日ご神木倒し、ひいちやヘ

イソク、輪っか（やなぎ）売りをして、夜ご苦

労さん会で終了。地域消防の班長達が頑張って

くれたのでうまくいきました。感謝です。地域

の伝統的な行事をいかに続け、維持していくか

が、地域に子供が少なくなっている現状に危機

感を覚えます。続けていく難しさや意義を考え

ると、少子高齢化と生活の多様化、自分だけ良

ければの風潮にならないよう希望します。 

ワイズ活動にも通じる地域活動、いろいろコミ

ュニケーションを進めていきたいです。今後と

も良いおつきあいをよろしくお願い致します。 

≪山梨 YMCAだより≫ 

― 特別な新年をお迎えして － 

       山梨 YMCA総主事 露木淳司 

ワイズメンの皆様、新年あけましておめでと

うございます。 

今年の新年のご挨拶には特別の味わいがあ

ります。世間では 2020 年は東京オリンピック

の年として特別感を報じていますが、YMCAにと

っての 2020 年は正に新しい会館が竣工し、そ

の場所が 48 年ぶりに移動する。ついにこの記

念すべき年がやってきたという特別な感情が

沸き上がります。長い間待ち望んだ瞬間がよう

やく目前に迫り来る期待感は格別です。このと

き、この瞬間に総主事として立ち会えることを

光栄に思うと同時に、この重大な責務を果たし

て担いきれるものかどうかという、恐れ、不安

感に押しつぶされそうな気さえします。キリス

トの神様によって建てられ、守り導かれている

YMCAのなす技を不安に思うことは、それこそ不

信心の最たるものと理解すべきなのでしょう。

神様からの恵みと導きを信じつつ、YMCAに連な

るすべての人々の思いを一つにして、ひたすら

主の示す奉仕の道を歩んでいきたいと思いま

す。 

 

新会館は 4 月 20 日竣工の予定です。敷地は

現在の 2.5倍の広さがありますが、建物は体育

館を省いたささやかなものになります。献堂式

は 5月 2日です。そしてその日を迎える前に多

くの人に慣れ親しまれた会館とのお別れ会も

行いたいと思っています。皆様、この時代の節

目の歴史的瞬間にぜひともご一緒にお立会い

ください。詳細は追ってご案内申し上げます。 

昨年に引き続き、地

元自治会での町頭

（ちょうがしら）を

務めています。昨年

30 日の竹切り、新年

2日から組寄合、4日

に道祖神のためのご 

神木切り、小 6 から

中 2の子供たちは、 


