
 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１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 

 
 

忍野からの夕富士と月と 

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  １２月ブリテン 第１８２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          

 

 

 

 １２月山中湖クリスマス合同例会  

2019年 12月 7日 

     於：東京 YMCA山中湖センター 

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 

７、ハッピーバスデー＆アニバーサリー 

８、閉会点鐘           

  

 

 

 

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 

   １２月１０日後藤明久＆昭子夫妻 

     おめでとうございます。 

 



 

山梨 YMCAバザー 

望月勉 

１１月２日（土） 甲府山梨ＹＭＣＡ会館で、

福祉バザーが行われました。富士五湖クラブか

ら恒例のおもちゃ屋さんと、原夫妻のクリスマ

スグッズ、そして武藤親子のゼリーと３店出店

しました。快晴の天気に恵まれ、大勢の人が訪

れました。おもちゃ釣りは、子供達が目を輝か

せ紐を引いていました。現在地で行うＹＭＣＡ

バザーは今年が最後という事で、１７年連続出

店を続けてきた事を誇りに思いました。午後に

は茅野さんも駆けつけ、富士五湖クラブは９人

もの参加となりました。参加する事が障害を持

った人々に少しでも役に立てればと思います。

おもちゃや,車を準備してくれた小池さんにも

感謝です。 

 

 

原 俊彦 

11月 2日のバザーの朝、望月車に便乗して先ず

ペットショップに寄って貰いマロンを預けて

から一路甲府 YMCAへ向かう。連休のため犬の

ゲージは殆ど満杯のようで、マロンにとっては

苦難の一日となりそう！ これまで慣れ親し

んで来た YMCAの会館も間もなく取り壊しとな

るため、今回がこの会館で最後のバザーとなる。

いつものマグカップやガラス製品に加え今年

は新たにクロス・ステッチのタイルを制作、販

売したところ表面のクロスタッチが珍しかっ

たせいか午前中の早い時間にアット言う間に

完売・・・予想もしていなかったのでビックリ

でした。 

昨年と比べ来客数は少し多めでしたが、バザー

に来られる皆さんのお目当ては、矢張り格安

品・・・中々高級品は売れませんが、それでも

初めて出品した高級ガラス皿が 2枚売れたのが

収穫でした。帰りは焼鳥屋に寄って打ち上

げ・・・一日の労をねぎらいました。 

参加者：望月２、後藤２、原２、武藤親子、茅

野 

 

つくば移動例会 

 

2019年 11月 23日～24日 

於；筑波山 青木や 

 

嬉しかった例会 

須藤 繁 

 今回の筑波移動例会は、メンバーの皆さんが、

場所は違えど、それぞれ置かれたところで精一

杯活躍している状況を知って、大変励まされる

ものでした。筑波の山は見えず、筑波からの眺

めも楽しめませんでしたが、皆さんが歩いてい

る道は明るく輝いて見えました。５時間かけて

行った甲斐がありました。茅野さんのお世話を

感謝します。そして、カラオケの最高得点の伝

説が未だ生きていることに感謝しつつ。 

 

武藤五子 

今回のつくば移動例会はあいにくの天気のため

筑波山からの眺めは見ることができずに残念で

したが、二日間とても楽しい時間を過ごす事がで



きました。 

天気を気にさせない皆さんの楽しい会話や美味

しい料理であっという間の二日間でした。 

久しぶりに須藤先生にお会いできる事もこの移

動例会のよい所です。 

次の日にはしっかり宝くじも買いました。抽選が

楽しみです。 

茅野さんお世話様でした。またの機会もよろしく

お願いいたします。 

 

 

望月喜代子 

つくば例会が、１１月２３日（土）２４日（日）

に行われました。茅野さんがつくばにいる間に

ということで実現しました。２３日は雨が降っ

ていたので、JAXAの見学。初めて見る日本のロ

ケットや、テレビで最近よく見るりゅうぐう、

はやぶさ、次の日の筑波山も雨でしたがいい思

い出になりました。 

 

原

原 淑子 

初めて、つくばへ行きました。茅野さんの車に

乗せて頂き、説明をしていただきました。 

道路も広く、ゆったりした街づくりになってい

ます。お天気は生憎でしたが、雨に濡れた紅葉

も風情が有りました。JAXA見学では、宇宙旅行

の夢が、ちょっぴり現実の世界に。 

茅野さん、お世話になり有難うございました。 

 

５０年間の思い 

望月勉 

「富士吉田市上吉田から筑波山が見えます」誰

もがキョトンとします。しかし私は５０年間毎

年十数回筑波山を見てきました。富士山八合目

海抜３４００メートルから、関東平野の真ん中

に筑波山はよく見えます。いつか登りたい。５

０年間その機会がなかったのですが、今回つい

に念願が叶いました。日本百名山。あっけない

登山でしたが、私にはとても感動した登山でし

た。茅野さんありがとうございました。 

 

 

 

三

三浦洋美 

移動例会が行われるようになり、今回初めて茨

城に出向きました。 

茅野さんが忙しい業務の中多くのお店を探索

し、私たちのおもてなしの為にご尽力いただき

ました。ありがとうございます＆ご苦労様でし

た。 



筑波宇宙センターでは日本の技術力に感銘を

受けました。行ってみたかった施設でしたので

嬉しかったです。 

筑波山頂へのケーブルカーもとても楽しく童

心に戻りはしゃいでしまいました。 

山頂から男体山を目指し小雨の中頑張りまし

た。男体山頂に着いた時の達成感は何物にも代

えがたいものがありました。 

そして、最後の締めくくりは関東最古の八幡さ

まにお参り、宝くじ当選祈願でも有名のところ

という事で皆で行ってきました。帰りの車の中

は当選したらの話で盛り上がりいい夢見させ

ていただきました。    

 

後藤明久 

茅野さんの職場のある筑波での移動例会楽し

かったです！ 

朝から喜代子さん運転で一路つくばへ、時間通

り到着、つくば駅で原夫妻と合流できました。 

茅野さん選定のうなぎ屋【松のや】でいっぱい

やりながら、おいしいうな重、てんぷらをいた

だき、お勧めの JAXA 見学をしました。はやぶ

さやロケット、衛星を見て、宇宙を夢見ました。

途中で人気の喫茶でケーキを買って、宿泊の青

木屋に到着。まずは武藤さんのお誕生日を祝っ

てケーキを食しました、茅野さんごちそうさま

でした。お茶の後は例会を開会。 

ゆっくりお風呂に入り、宴会に備えました。そ

の間に須藤さんも到着して、時間通り、宴会開

始です。おいしい旬の食材と地酒などをいただ

きながら、和気あいあい楽しみました。 

宴会後は恒例のカラオケ大会です。相変わらず

の歌手だらけの富士五湖クラブで遅くまで大

いに盛り上がりました。 

翌日は、天気が悪かったですが、筑波山神社を

参拝して、きれいに赤く染まったモミジを見な

がら、ケーブルカーで筑波山に上がりました。

望月さん、原さん、三浦さんは女体山頂にウォ

ーキングしました。残りのメンバーはチャーし

ながら待ちました。 

天気も良くなり、ケーブルカーで下山、須藤さ

んはここでお別れし、２台で干し芋が有名とい

うことで、製造工場に行ってみましたが、残念

休みでした。その後そこが経営しているスーパ

ーに寄り、干し芋を買い占めました＾＾ 

お昼は、茅野さんご用達の居酒屋でランチをし

ました。特別なハイボールや焼酎などを飲みな

がら、おいしい料理を食べながら、明るいうち

から宴会でした。 

最後に、三浦さんが宝くじを持っているという

ことで、宝くじに効能がるという【大寶八幡宮】

で祈念しました。きっと当たることでしょう。 

ここで茅野さん、原さんと別れて、山梨部隊は

一路、高速で帰路につきました。喜代子さん運

転お疲れさまでした。茅野さん、須藤さんお疲

れさまでした。 

楽しかったです！ありがとうございました。 

原

 原 俊彦 

これまで筑波山もつくば学園都市へも行ったこ

とがなかったので、この例会は大変楽しみにして

いました。登山電車を降り雨上がりのぬかるみを

女体山目指して三浦さんと望月さんを追いかけ

頂上まで登り切った爽快感は最高でした。 

日本百名山の一つとは知らなかったので喜びも

倍増、案内頂いた茅野さんには大変お世話になり

ました。 

茅

茅野信雄 

皆さんに遠くまで来ていただき、楽しい時間を

過ごせました。雨男でごめんなさい‼️ 

 

Acco 

初めてのつくばで久々に皆さんと楽しい時間

を共有することができてよかったです。 

ありがとうございました！ 



「あれやこれや」 

望月喜代子 

１１月１５日 富士吉田市医療センターで、今年最後の市民健康診断、人間ドックがありました。

私達夫婦で申し込み、当日朝８時２０分に、１０１と１０２番の受付をしました。基本の身長を測

り、昨年より少し縮んでいました。骨密度、心電図、エコーなどをして、最後にバリウムを飲んで

検査。主人はしないで私だけしました。この日に限って、バリウム検査のバスが１台しかなく、３

０人以上待っていました。１時間半外の椅子に座って待たされました。その日は特に寒い日で風も

強く、すっかり疲れてしまいました。主人は１時間半車で待っていて、待ち疲れたそうです。来年

からはトモエ医院で検診してもらい、もし富士吉田の健康診断を受ける時には、１０月中に申し込

もうと強く思いました。結果は一か月後だそうです。何もなければと、いつも思います。 

 

≪山梨 YMCAだより≫ 

 ＜YMCAの 12月はクリスマス三昧＞ 

露木総主事 

 

YMCAだけで全部で 5回、それぞれ趣向を凝らしたクリスマス会が盛大に行われます。この後もス

キーキャンプで毎晩クリスマスのお話をします。ありがたいことにすべてに出番をいただける私に

とって、12月は神様に祝福されまくる感じです。それぞれ対象に合わせてクリスマスのお話をした

り、ギターを弾きながらクリスマスソングを歌ったりします。クリスマスツリーはなぜもみの木な

の？クリスマスカラーはなぜ赤と緑なの？クリスマスにはなぜキャンドルをともすの？三人の博

士が持ってきたプレゼントの意味は何？そもそもなぜプレゼントってもらえるの？それぞれ深～

い意味があります。そんなお話を聞く時の子供たちのきらきらした目が好きです。こうした時間を

過ごすたびに YMCAで働けている喜びを感じます。 

そして YMCA と共に歩む山梨の三つのワイズ（甲府、甲府 21、富士五湖）もそれぞれクリスマス

例会を行います。ボーイスカウト甲府 5団のクリスマス、教会一致懇談会の県民クリスマスもあり

ます。カレンダーを確かめながら、今年も楽しみなクリスマスシーズンを過ごしたいと思います。 

 

 

 

 

  

これからの予定 

12 月 7 日     山中湖クリスマス合同例会 

12 月 14 日     あずさ部部大会＆松本クラブアジア賞授賞式 

1 月 11～12 日   １月新年例会  石和常盤ホテル 

1 月 24 日     1 月第 2 例会  ふれあいセンター 

 

山梨 YMCA で行われるクリスマスはたくさんあ

ります。開催順に並べると。10 日のブドウの木

を皮切りに、18 日に児童英語、21 日はかわいい

ページェントがみられるつぼみぐるーぷ、その夜

には成人英会話、そしてラストは 26 日にプライ

ムタイム＆きらら教室の合同クリスマスと続き

ます。 


