
 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月のデータ 

会員数     １１名 

例会出席           ５名 

担当主事           1 名 

ｺﾒｯﾄ              １名 

例会出席率    ４５％        

ニコニコ BOX             ０ 円 

累計                 ０ 円 

 

今月のハッピーバースデー 

  24日：武藤五子メン 

 

おめでとうございます！ 

 

アニバーサリー 

該当ありません。 

 

 

 

おめでとうございます！ 

  

 

 

 

 

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 

２０１９年 富士五湖クラブ  １１月ブリテン 第１８１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          

 

 

 

 11月第 1例会は 11/2の山梨 YMCA バザーに 

振替となります。 

11月第２例会 つくば移動例会  

2019年 11月 23日～24日 

     於：筑波山 青木や   

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 

７、ハッピーバスデー＆アニバーサリー 

８、閉会点鐘           

  

 

 

 

恩賜林通りの紅葉 



2019年 10月第２例会 報告 

 

日時；2019年 10月 25日（金）午後 8時～9時

40分 

参加者；望月２、後藤２、武藤＋マキちゃん、

福田主事 

喜代子会長の「富士山例会、お疲れ様でした…」

のあいさつで第 2例会の開会 

さっそく、議事に入った。遅れて福田主事もみ

えて閉会後、山梨 YMCA バザーの献品を福田主

事に預けた。 

9/28-29第 16回富士山例会の反省 

・天気が回復して良かった。 

・広いエリアのワイズと交流できてよかった。 

・ニコニコ ￥29821 30000円にして 15000円

ずつ献金する。 

①山梨 YMCA 新会館建設基金へ ②台風 19

号災害対策（光永ポジテイブネット YMCA） 

・食材＞赤ワインと芋焼酎が売れた。 

肉が思ったより余った＞年を取ったので魚

介を倍にする。 

ビールは 3ケースをほとんど飲んだ。 

・風がなく、外に滞在できてよかった。 

・オプショナルツアー＞来年度は、河口湖胎内

ガイド付き＋富士山世界遺産センター 

 ガイド料は、4500円/ｈ/15名。 

11/2（土）第 59回山梨 YMCAチャリティーバザ 

・おもちゃ屋さん②絵柄石③ゼリー30ケ １

個 350円選り取り 3個 1000円。 

・おもちゃ下見＞小池さんに連絡、前日準備

＞奥さんが出してくれた、在庫は預かる。 

         当日 8:00小池宅出発。 

おもちゃ屋さんのクレームが今年も来たら

今回でやめる。 

11/23-24 つくば移動例会＞原:現地に電車

11:30 つくば駅＞茅野迎え、望月車で合流。

須藤自車＞青木屋で合流。1/11-12（土日）

新年年例会＞河口湖はいっぱいなので、石和

で開催 

  甲府標さん紹介＞石和常盤ホテル  

 

≪山梨 YMCAだより≫ 

  ありがとう、さようなら。連雀の会館 

       

 

 

 

露木総主事 

秋も深まり、いよいよ現在の YMCA 会館で過

ごせる日々が少なくなってまいりました。今年

の秋は台風などによる水害が相次いで、老朽化

進む会館も例年になく雨漏りに悩まされまし

た。あと半年、何とか持ちこたえて、と願うば

かりです。1972 年から使い始めて 47 年間、約

半世紀をこの甲府市の連雀問屋街の地に立ち

続け、青少年のために特別な空間として存在し

続けてくれました。毎年雨風にさらされながら、

夏は猛暑、冬は豪雪にも見舞われたこともあり

ました。山梨 YMCA40年史「荒野に水わきいで」

を紐解くと、第 7章の「青少年センター完成ま

での経過」として、大澤英二理事長によって当

時の様子がまとめられています。この施設は

「青少年の間に神の国を拡張するための聖な

る業に預かっているというひそかな恐れと喜

びとが根底にあった」とあります。高度経済成

長真っただ中の時代です。山梨 YMCA もその勢

いに乗ってこの会館を完成させ、その後、英語

学校を中心に、体育、音楽、つぼみぐる～ぷ、

野外活動などの事業が聖なる業として運営さ

れていくことになります。ワイズメンも甲府ク

ラブが 30 周年を迎え、活気に満ちた時代に入

っていきます。そんな歴史を静かに見守り続け、

支えてくれたこの会館が、いよいよ終わりの時

を迎えるのかと思うと感慨もひとしおです。 

 



21 世紀に入ると町の衰退に合わせるかのよ

うに YMCA会館も勢いを失いました。特に 10年

前はすべての事業が低調で減少の一途を辿っ

ていました。でも神様が YMCA を見放すはずが

ありません。ここ数年、プライムタイムやぶど

うの木、きらきら教室などが軌道に乗り始めま

した。特に夕暮れ時は子供たちで活気にあふれ、

まるで会館が取り壊しの気配を悟って有終の

美を飾ろうとしているような気さえします。連

雀の会館、本当にありがとう！この地で得た賜

物をそのまま新会館で行われる各事業に、神の

国拡張という使命と共に、感謝して引き継いで

いくことを責務と感じます。スタッフ一同「恐

れと喜び」を胸に秘めながら、最期の最期の日

まで有意義な時間をかみしめていきたいと思

っています。 

 

「あれや これや」 

我が家のニャンズ         acco 

我が家には現在、5才のオス猫の Sunと 5ヶ月

のメス猫の Happy がいます。Happy は 8 月末

に猫のボランティア保護団体「山中湖ねこねっ

と」さんから里親として譲渡していただきまし

た。Sunは右のお尻をヒマがあれば舐めて、舐

めすぎてハゲになってしまいました。動物病院

の先生に相談したところ一種のヒマを持て余

してのストレスだと。弟が妹となる子猫を飼っ

てみたらと言われて縁あって Happy が我が家

にきました。5 年前に友人の工場で生まれた

Sunは我が家にきてからはずっと一人っ子同然

で育ち、一方の Happy は屋根の 2 階から草む

らに落ちて鳴いていたのを保護され、ねこねっ

とさんでしつけを受けたくさんの保護猫たち

と猫社会を学んできた。Sunは人見知り？猫見 

 

知り？Happyは人馴れ、猫なれしていて。Happy

がきて数日は逃げまわる Sunでしたが、だんだ

んまだ小さい Happyのやること、なすことが気

になるらしく、傍で見守っていることが多くな

って‥。最初からなれなれの Happy は Sun の

背中に飛び乗ったり、スネを噛み付いたりと、

あまりしつこい Happyに時には「woo〜シャー」

と。それでも懲りずに？かまって欲しくて？

Sunのあとを追いかけまわす Happyがいて、最

近では追いかけっこと取っ組み合いのプロレ

スごっこは日常になっています。おかげさまで

Sunのお尻のハゲはなくなりましたが。 

Sun のいいところは Happy にやられても優し

く爪を立てない猫パンチ。自分のご飯を食べら

れても優しく譲るとこ。Happyのスゴイところ

はカーテンを伝わってカーテンレールの上に

いきスイスイと歩くこと。留めてある画鋲を口

で器用に抜くこと。ビニールテープで作ったネ

コジャラシをワンコのように口でくわえて遊

んで！と持ってくること。 

寝ている以外は1日中動きまわっているHappy

を気にかけて優しく見守る Sun 

晩ご飯をたべたらお父さんのヒザへ。毛繕いを

始めてしばらくしたら寝落ち。Sunも晩ご飯を

食べてコタツの中へ。掘りコタツになっている

のでゴロンとしてコタツに手を伸ばしてぬく

ぬく寝落ち・・・ 

帰宅した私たちを玄関で「にゃぁ〜！にゃぁ！」 

 

 

 

出迎えてくれる 2匹がとっても可愛っくって 

 

 

 

これからの予定 

11 月 2 日     山梨 YMCA バザー 

11 月 23 日～24 日  つくば移動例会 

12 月 7 日     山中湖クリスマス合同例会 

 

  

＊予定していた 10 月の第 1 例会は 

 台風接近のため中止となりました。 


