
 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月のデータ 

会員数     １１名 

例会出席           ９名 

例会出席率    ９１％        

ニコニコ BOX          ９３００円 

         累計     ９３００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  ３月ブリテン 第１８５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』 

 ３月例会  

2020年 3月 13日 PM8時～ 

     於：ふれあいセンター 

第 1部 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、議事 

５、卓話    

６、YMCAのうた 

７、閉会点鐘           

 

 

 

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          

 

今月のハッピーバースデー 

  メン  原 俊彦さん（３月２１日） 

メネット 武藤敏彦さん(３月２４日) 

 

今月のアニバーサリー 

☆ 三浦洋美＆正夫夫妻 (３月１７日) 

☆ 望月 勉＆喜代子夫妻（３月２８日） 

おめでとうございます！ 

 

 

 



第２回あずさ部評議会 

 

望月喜代子 

２月８日（土） 東京ＹＭＣＡ山手コミュニ

ティーセンターにて、２０１９～２０２０年

度の第２回あずさ部西早稲田評議会が行われ

ました。ハイランドを８：１８発新宿行の高

速バスで出発。１０：３０には新宿に到着。

１１：００高田の馬場で原さん夫妻と合流。

富士五湖は望月２名、原２名、計４名の出席

です。昼食を取り、１３：００から赤羽あず

さ部長の開会点鐘で始まり、第１号議案で２

０２０～２０２１部役員の承認がありまし

た。地域奉仕・Ｙサ事業主査は、私、望月喜

代子です。第２号議案２０２１～２０２２年

度次々期部長は、八王子クラブ長谷川あや子

さんに決定しました。第４号議案はＣＳ助成

金配分が提案通り決定。富士五湖クラブ障が

い者フライングディスク大会に５０，０００

円が決定いただきました。１４：４０からお

茶とお菓子で懇親会です。御園生次期あずさ

部長の乾杯で、４０分程歓談しました。いた

み亭の２次会をスルーし、新宿の思い出横丁

で、１６：３０から原さん夫妻と２次会。３

次会も新宿のパフェ店、２０：１５、新宿発

のバスで帰宅しました。今回の評議会で一番

のショックは、甲府クラブについて歴史があ

る東京山手が、６月３０日で解散すると発表

があったことです。同じあずさ部のクラブと

して大変残念です。新宿発の高速バスはコロ

ナウイルスの影響か、９０％の人がマスクを

していて、いつもとは違う雰囲気でした。 

 

     

 

 

 

 

 

 

2020年 2月第 1例会 

 

日時；2020 年 2 月 14 日（金）午後 8 時から 9

時 40分 

参加者；望月２、原 2、後藤２、三浦、武藤＋マ

キちゃん 

喜代子会長より、あずさ部評議会に行ってきま

した、後藤 2は札幌雪まつりでしたね、楽しか

ったですか？と挨拶し、開会。 

＊あずさ部評議会報告；望月 2、原 2 が参加。

会費は 500円で懇親会はお茶会でした。東京開

催はいつもこんな感じだが、せっかく遠くから

来たのに寂しい感が否めない。時間も評議会 1

時間、懇親会 1.5時間で組んでいたので、評議

会の発表が長引き、懇親会が 1 時間となった。

会場を借りている時間があり、延長なし。ただ

の会議化している。評議会の議事は意見もなく

シャンシャンでした。500 円会費はどんなも

の？せっかくの機会なのでおいしいもので懇

親したい。 

＊山手クラブが今期で解散；尾内夫婦が 90 歳

越えて続けられない、残りは転会する。甲府 21

クラブはさらに増員予定。子クラブを作ったら

どうか？という意見も出た。 

長野クラブの森本さんの話が長かった、運営方

法の検討、発表者に時間依頼などすべき。 

たんぽぽクラブが部長を受けられない可能性

あり、その場合富士五湖に繰り上がるのか？富

士山部のようにグループ輪番制を導入したら

どうか？ 

＊CS助成金 50000円頂きました。その他松本ア

ジア賞、甲府 21、長野クラブに各 5万円。 

区費を振り込みしました、あずさ部会計柳沢さ

んに明細をメール（武藤＞acco＞柳沢、部長） 

＊来年 2 月 13 日（土）あずさ部評議会を富士

五湖クラブがホスト。いつもの冬評議会です。 

＊3 月の卓話について；3/13（金）塚野さん承

認＞三浦。1時間卓話予定。 
 



塚野孝志；なぜ、飛行機は空中でぶつからな

い？ 元国際線ジャンボ機機長の卓話。 

＊神戸ポートクラブ玉ねぎファンド＞望月発

注 10箱＞到着次第配分する。 

3/7-8（土日）会長研修会；acco次期会長、喜代

子次期主査＞2名申し込み、11:00後藤宅。 

4/25（土）第 10回フライングディスク大会＞記

念の大会にするようにしたい。 

 望月＞富士吉田市の広報に載せるよう要請

する。パインズパーク予約済み。 

ボランティア要請＞健康科学大生、昭和医大

生。 

記念品は全員配布か抽選か＞ポーチに印刷

したものを検討する。＞三浦、原 

＊6/6-7 十勝大会＞各個人でネット申込する＞

前夜祭、6/6昼食を申し込む＞2/17から受付 

＊10/31-11/1 第 26 回日本自閉症協会全国大会

の協賛依頼＞各企業、個人宛（三浦）；甲府 21

が 25000 円協賛マスを予約、富士五湖クラブ

25000円マス；デザイン＞acco 

5/9甲府記念例会＆評議会。10/17あずさ部会。

11/14甲府 21記念例会。 

定刻になり、例会終了となり、記念品について

は懇親会がてら話をした。時間のメンバーは恒

例のサイゼで懇親した。お疲れ様でした。 

 

 

 

東京西クラブ２月例会に参加して 

原

原 俊彦 

2月 20日(木)、東京西クラブの例会に 2人で

出席させて頂きました。都内のクラブ例会に

出席したのは何年か振り・・・本当に久しぶ

りです。 

長谷川あや子さんに背中を押されたのと利根

川元理事の卓話に興味を持った為です。 

例会場に着くや部屋から賑やかな笑いや話し

声が・・・ウイルス騒ぎで多少は敬遠され出

席者も少ないのでは？と思いきや会場はほぼ

満杯・・・ワイズの皆さんは本当にお元気で

す。 

今回は吉田さんが外国からのツアー客に施設

の説明をし、それを利根川さんが同時通訳す

ると言う設定。国際大会では何時もその流暢

な通訳ぶりを聞いていますが、改めてプロの

実力を見せて頂いた感じです。 

実況を終わってこれまでの苦労話などをお聞

きしましたが最も印象に残った事、それ

は・・・同時通訳者は常に全方位、凡ゆる勉

強を欠かさない。・・・どんな仕事でも一流

を維持するには常に弛まぬ努力が必要である

事を改めて知らされました。時には他クラブ

の例会も良いものですね。 

 

2020年 2月第 2例会 

 

日時；2020 年 2 月 23 日（金）午後 8 時から 9

時 40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、武藤＋マキち

ゃん 

喜代子会長より、コロナの影響大です。体調管

理に気を付けてこの時期を乗り切りましょ

う！と挨拶し、開会。 

ふれあいセンター 3/2～15 が休みになるので、

3/27、4/10、4/24で例会日予約。 

3/13（金）卓話例会は、望月宅で行う。三浦洋

美さんの父の香典を渡す。 

4/25（土）第 10回フライングディスク大会＞記

念の大会にするようにしたい。 

 望月＞富士吉田市の広報に載せるよう要請

する。パインズパーク予約済み。 

市長賞、議長賞の申請。恩賜林への申請＞望

月。 



望月＞ボランティア要請、健康科学大へ申請

した。 

当日の CATV富士五湖への取材依頼済み。 

記念品は全員配布、ポーチに文字印刷したも

の＞三浦、望月、原 

 メダルは３色（ピンク、水色、白）＞原 

数量；昨年選手 96、ワイズ 13 ＞記念品は施設

職員にも配る＞200作成。 

4/10 第 1 例会で開催事項かどうかの判断をす

る（コロナの影響のため） 

＊3 月の卓話について；3/13（金）塚野さん承

認＞三浦。1時間卓話予定。 

塚野孝志；なぜ、飛行機は空中でぶつからな

い？ 元国際線ジャンボ機機長の卓話。 

メンバーは 7：45 集合、卓話は 8 時から開始、

塚野さんは、原さんが迎えにいく。 

＊神戸ポートクラブ玉ねぎファンド＞望月発

注 10箱＞到着次第配分する。 

3/7-8（土日）会長研修会；acco次期会長、喜代

子次期主査＞中止、資料は送られてくる。 

＊6/6-7 十勝大会＞各個人でネット申込する＞

前夜祭、6/6昼食を申し込む＞2/17から受付 

＊10/31-11/1 第 26 回日本自閉症協会全国大会

の協賛依頼＞各企業、個人宛（三浦）；甲府 21

が 25000 円協賛マスを予約、富士五湖クラブ

25000円マス；デザイン＞acco 

5/9甲府記念例会＆評議会。10/17あずさ部会。

11/14甲府 21記念例会。 

定刻になり、例会終了となり、時間のメンバー

は恒例のサイゼで懇親した。お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

「あれやこれや」 
 

樫村夫妻を思う 

望月勉 

２０１８年５月 樫村弘子さん急逝。そし

て、２０２０年１月樫村好夫さん急逝。わず

か１年半ほどの間に、私達夫妻が尊敬してい

た富士クラブの二人が相次いでお亡くなりに

なりました。富士五湖クラブが設立され、1 年

程しか経っていない時に、松本でご夫妻と親

しく会話する機会がありました。「ワイズの活

動、特に他クラブの行事には二人で必ず行く

んですよ」そして「ワイズでは見返りを求め

ない事」そんな言葉がワイズメンズクラブの

何も分からない私達夫婦にはとても新鮮な言

葉でした。そんな会話をして、数日経った

日、樫村弘子さんから手紙が来ました。手紙

には、これからも私達に会うことを楽しみに

している事等、そして純金製のカードが同封

されていました。私と同じ申年のカードでし

た。そんなこともあり、それからどこでお会

いしても樫村夫妻とは親しく言葉を交わすよ

うになりました。それが、この 1 年半の間に

相次いでお亡くなりになり、目標としていた

ワイズの師を失った悲しみと喪失感でいっぱ

いでした。初代富士クラブの会長、また東日

本区 7 代理事として、常に東日本区の先頭に

立っていたお二人が安らかにお眠りになるこ

とを、そして天国で先に待っていた奥様と再

会できた事が、少しでも残されたワイズメン

の慰めにならんことを、心からご冥福をお祈

りします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

4 月 10 日 4 月第 1 例会              ふれあいセンター 

4 月 24 日 4 月第 2 例会              ふれあいセンター 

4 月 25 日 第 10 回障がい者フライングデｲスク大会  富士パインズパーク 

5 月 8 日 5 月第 1 例会              ふれあいセンター 

5 月 22 日 5 月第 2 例会              ふれあいセンター 

 



≪山梨 YMCAだより≫ 

＜将来の栄光に備えるために必要な試練＞ 

                                  

露木淳司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

春休みの野外プログラムも壊滅状態です。YMCA の運営も東日本大震災の時以来の大ピンチ

ですが、こんな時こそ私たちは今やるべきこと、寄り添う相手を見誤ることなく、落ち着いて

自信をもって歩みを進めていくべきです。そしてぶれることなく、FOR ALL をモットーとする

新会館をオープンさせ、明日の山梨を明るい地域共生社会に変えていくよう、全力を注がね

ばなりません。 

本館の竣工は 4 月末、5 月 1 日開業します。0,1,2 才児のための「野の花保育園」、デイサ

ービス「オリーブの木」が新たにスタートします。 

「現在の苦しみは、将来わたしたちに現わされるはずの栄光に比べると取るに足りない」

（ローマの信徒への手紙 8－18 節）そう聖書が示すように、この苦しみは神様が私たちに必

要なだけ与えてくれる試練なのだ、とポジティブに受け止め、しっかりと向き合っていきた

いものです。2020年度は甲府ワイズは 70周年、甲府 21は 30周年の大きな節目の年です。そ

んな年を新会館で迎えられる、こんな幸せな偶然は他にあるでしょうか。これからも YMCAは

皆様と共にあります。5月 2日に献堂式、6月には定期総会、11月にはバザ－とチャリティー

ラン、すべてが盛会に終わりますように心よりお祈り申し上げます。 

 

 

 

2019 年度の締めくくりは新会館の竣工と

新規事業のオープンという華々しい門出

に向けて、夢いっぱいの中で幕を下ろす

はずでした。ところが皆様ご存じの通り、

今年の年度末は、新型コロナウィルスの

話題で持ち切り。ついには全国一斉の学

校休校という前代未聞の非常事態に陥り

ました。YMCA の事業も継続が危ぶまれ、

非常勤スタッフの一部は仕事を失いかけ

ています。休むべきだ、やるべきだと、ス

タッフの意見も保護者の反応も二分さ

れ、正に大混乱。進級、卒業に伴うイベン

トはことごとく中止。 


