
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月のデータ 

会員数      １１名 

例会出席            ７名 

           オンライン  3 名 

           コメット   1 名 

 

 

 

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 １２月ブリテン 第１９４号 

国 際 会 長 ：Jacob Kristensen（デンマーク） 

「価値観、エクステンション、リーダーシップ 」 

アジア太平洋会長：David Lua（シンガポール） 

「変化をもたらそう」 

東日本区理事：板村哲也（東京武蔵野多摩） 

「変化を楽しもう 」 

あずさ部長：御園生好子(東京サンライズ) 

「変わるに挑戦！」 

  

富士五湖クラブ会長：後藤昭子 

  『前向きに前向きに 今日も笑顔で絶好調！！』 

  

12月 第 1例会  

 

2020 年 12 月 4 日(金)PM20 時～ 

於：ふれあいセンター 

 

開会点鐘        会長  後藤昭子 

会長あいさつ      会長  後藤昭子 

議事 

閉会点鐘        会長  後藤昭子 

 

 

会長 後藤昭子 

副会長 原 俊彦 

副会長 望月 勉 

書記 後藤明久 

会計 望月喜代子 

会計 武藤五子 

直前会長 望月喜代子          

 

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 

おめでとうございます。 

 

 

 

 

忍野 富士 



山梨 YMCA バザー 

 

2020 年 11 月 3 日 

参加者：後藤 2、望月 2、原 2、須藤、小池、

三浦 
望月喜代子 

11 月 3 日に、新会館でバザーが行われました。

今年はコロナ禍の中なので、外の駐車場で行い

ました。富士五湖クラブはいつものおもちゃ屋

と原さんの白蝶貝、その隣で私の手作りマスク

を販売しました。3 枚セットで 500 円で販売し

ました。2時間だけの短い時間でしたが、予想し

ていたより売れました。今流行の鬼滅の刃のマ

スクも売る予定でしたが、制作が間に合わず、

10 人程の人に「鬼滅の刃のマスクありますか」

と聞かれました。今になれば、もう少し早く計

画を立て、制作すればよかったと思っています。 

 

 

みぎわ            須藤 繁 

今回の山梨ＹＭＣＡでのみぎわ製品の販売は、

コロナ禍の下でどのような対策を取れば良いの

かよく分かりませんでしたし、製品も直接ＹＭ

ＣＡに送ってもらったので、どのような品物が

来ているか事前に確かめられませんでした。そ

のうえ、妻が体調不良のため一緒に出られず、

助け手を半分失い、私がこちらに移ってからこ

こ５年ほど販売していなかったので、覚えてい

て下さる方がいるだろうかという不安もあり、

マイナス材料が盛り沢山でした。しかし、感謝

すべきことには、山梨は感染者が極めて少ない

ことから、コロナ対策はマスクに消毒薬の持参

で足りましたし、妻の代わりには、５０年以上

前に愛宕町教会の教会学校の生徒であった２人

が売り子として助けてくれました。また、嬉し

いことに、以前の出店を覚えていてくださった

方もおり、思いがけないほど多くのお客様が来

店して下さって、送られた製品はほぼ売り尽く

し、多額の売り上げを達成しました。バザーが

終わってから、中学生だったオジサン，オバサ

ンたちと昼食を共にして、車に嬉しさと感謝を

満載して帰途につきました。この出店を計画し

たのは、みぎわの製品販売の大切な機会である

イベントが相次いで中止となってしまったため

ですが、今回の売り上げを報告すると、職員も

利用生も大変喜んでくれました。なお、この機

会にＹＭＣＡの新しい建物も拝見することが出

来ましたし、久しぶりに露木さんにお会いし、

建設の労をねぎらうこともできました。担当の

福田さんにも親しくお会いできて、ワイズのメ

ンバーであることを再確認したことでした。 

 

原

原 俊彦 

新装なった YMCA 会館での第一回目のバザー

は、コロナ対策もあって屋外での開催となりま

した。今年は須藤さんが「みぎわの木工品」を

出店する事になったのでスペースをそちらに全

面的に譲り、白蝶貝のピンバッジだけを販売し

ました。 

天候にも恵まれ予想以上にお客さんの入りも良

く、会場全体を見渡せる開放感はこれまでのバ

ザーでは味わう事が出来ない新鮮さを感じさせ

てくれました。新たな発見でした 

 

望月 勉 

11月 3日、富士五湖クラブが初めて YMCA新会

館を利用する日です。当日は天気にも恵まれ、



クラブから 8人ものメンバーが、甲府市中央 3

丁目の山梨 YMCA新会館に集合しました。4種

もの店を出し、販売しました。多数の YMCA関

係者、地域の人々が集まりました。コロナ流行

で飲食は出来ないのが大変残念でしたが、思っ

ていたより広い敷地と、暖かみのある建物、今

までよりはるかに使いやすく感じました。荷物

の運搬も楽でした。2時間と短い時間でしたが

盛況でした。来年も楽しみです。 

 

 

 

大澤さんのお別れの会 

 

2020 年 11 月 21 日、甲府ワイズメンズクラブ

のメンバーであり山梨 YMCA 元理事長の大

澤英二さんのお別れの会に行ってきました。 

大澤さんは 64 年間 YMCA と歩んできたと式

の中で牧師さんが話されていました。 

また、人と人との結びつけるのが上手とも話

されていましたが、まさしくその通りです。 

主人と私も 20 代の頃「山梨県日中友好青年の

翼」（中国への友好派遣団）の選考委員であっ

た山梨県青少年会議のメンバーであった大澤

さんに出会わなければ、こうして今、ワイズメ

ンズクラブの活動もしていなかったと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 年に富士五湖ワイズメンズクラブがチ

ャーターする数年前から大澤さんから何度も

何度も準備例会へのお誘いのはがきをいただ

いていて「1 度くらいは二人で参加してみよ

う！」となり、参加したら、そこからは我が家

もワイズ人生？！の始まりでした… 

山梨 YMCA のチャリテイランやバザーに行

くと必ず、大澤さんがいて元気に声をかけて

くれました。もういないのかと思ったら寂し

いです。でもこれからもきっと天国からやさ

しく見守っていてくださると思います。 

長年のお働き、お疲れさまでした。 

どうぞゆっくりとお休みください。 

 

 

11 月第 2 例会 

 

日時；2020 年 11 月 27 日（金）午後 8 時から

9 時 30 分 

場所；富士吉田市ふれあいセンター（オンライ

ン併用例会） 

参加者；望月２、原 2、後藤明久、武藤＋マキ

ちゃん。オンライン；三浦会員。 

オンラインゲスト；あずさ部御園生部長、江原

会計 

ふれあいセンターでは出席者全員の氏名住所

連絡先、スリッパ持参で開催です。今日も東日

本区 ZOOM 利用でオンライン併用のハイブ

リッド例会となります。 

Acco 会長お休みのため、原俊彦副会長の開会

あいさつで始まった。コロナ禍の中、大変です

が来年に向けて頑張っていきましょう。 

御園生部長と三浦さんは早くからズームで顔

出しし、途中から江原会計も参加した。 

11/3 山梨 YMCA バザーの献金状況の発表。お

もちゃ屋さん 11600 円ファンドに 3600 円入

金、YMCA へはおもちゃ屋 1000 円、原さん

ピンバッジ屋 1000 円、望月喜代子さんマスク

屋 1000 円、須藤さんは別途みぎわ木工品販売

から献金した。 

〈議事〉御園生部長より、評議会の話し合いと

いうことで急遽参加した。部長公式訪問もし

てないことも含んでおいてくださいと話し合

 



いが開始された。 

望月会員より、富士五湖クラブの取り組み状

況を発表。11/3 にクラブで話し合い、名称【富

士山温泉評議会】コロナ禍で顔を合わせられ

ない状況が続く中、皆に元気になってもらい

たいと、芙蓉の湯【泉水】で温泉付きで豪華食

事会を計画している。 

会費 3000 円で考えている。明細は食事だけで

3000 円で、飲み物 GO TO イート 25％還元を

使って対応する。人数は減っても大丈夫だが、

全体キャンセルは難しい。 

場所は富士山例会での最後に入る温泉です。

第 1 回評議会のように書面決議にするのか、

部会のように欠航するのか、部長の考えを聞

きたい。 

御園生部長；今が一番ひどいと思う、ホストの

意向に従う。他の部はズームで行ったところ

もあるが、富士五湖クラブの方針通りで行き

たい。 

江原会計；コロナ状況も来月には様子がわか

ると思う。 

原俊；小山さんが東山荘ズームで考えている

と聞いたが？ 

原淑；議決はコロナ禍で参加できない人はズ 

ームで行うのか？ 

御園生部長；聞いてない、今日出ないのでわか

らないが、ハイブリッド評議会なのかも？ 

第 2 回評議会は、前期会計承認と次期役員承

認。例年の CS 事業助成金は第 3 回評議会に

する。参加できない人は委任状とる予定、ズー

ム使うなら挙手で集計する。 

富士五湖クラブの CS 事業のフライングディ

スク大会は行うのか？ 

三浦；フライングディスク大会はやる予定で

す。 

あずさ部 CS 望月喜代子さんよりマスク売り

上げからスイートベリーKATUYAMA へ献金

した。（武藤受領） 

御園生部長；公式訪問の日程？⇒１月新年会

を予定している。詳細決まれば連絡する。 

ここで御園生部長と江原会計はズーム退室、

お疲れ様でした。 

 

 

 

「あれやこれや」 

望月勉 

令和 2 年夏、42 年ぶりに下界の夏を体験しました。東京の建設会社で 3 年間働いていた時以来の

夏です。コロナ流行で富士山全ての山小屋が営業中止となりました。おかげで本業の建築業を、

下界で一夏やることが出来ました。7 月は梅雨の影響で、そんなに暑く感じませんでしたが、梅雨

が明けた 8 月は、こんな暑い所でよく仕事が出来ると思うぐらい毎日汗をかきました。富士山八

合目海抜 3400 メートル、小屋の中では昼間でも 15 度を超えることはない場所が、いかに涼しい

場所か一夏実感しました。来年はコロナも下火となり、富士山にまた登山者が戻ってくることを

祈っています。 

 

 

 

 

 

 

 
   



≪山梨 YMCA だより≫ 

 

山梨 YMCA総主事  

露木淳司 

 

 

 

 

 

 

<YMCA野の花保育園 園児絶賛募集中> 

山梨 YMCA総主事 露木淳司 

マタイによる福音書の 6 章に「野の花がどのように育つのか、注意してみなさい。」というくだりが

あります。栄華を極めて着飾る王様より可憐な野の花の方が美しい、という意味のようです。「明日は炉

に投げ込まれる野の草でさえ、神はこのように装ってくださる」と続き、人はみなそれぞれ持って生ま

れた姿かたち、人格があり、一人ひとりが素晴らしい個性であり、神さまに祝福されています。ありの

ままの自分を愛し、個性豊かに自信をもって生きていこう、というメッセージとして受け止めたいと思

います。 

どんなに気に入った服を手に入れても、いつしか飽きが来て、違うものを求めるようになります。で

も、野の花は「今日は赤だったけど明日はピンクがいいな」とは言いません。赤だった自分が赤じゃな

くなれば、もはや自分というものはどこに行ってしまうのでしょう。2020 年の春完成した YMCA の保育

園は、こうした思いを込めて「野の花保育園」と名付けました。多様な個性という服を着た幼な児たち

が、YMCAという野原の中で、高齢者や外国の人、障がいのある人と、ごく自然に日常的に触れ合い、の

びのび、いきいきと育っていく姿をイメージしてつけた名前です。実はこの野の花の聖句は、1948年賀

川豊彦氏が山梨に来た際に YMCAに残していってくれた書に記されて、今も新しく建った YMCAの会館の

正面玄関に掲げられています。 

ただいま 0,1,2歳の園児、絶賛募集中です。親戚、ご近所、お知り合いの方で、対象になる方はいら

っしゃいませんか。甲府市街の方でも大歓迎です。60年の歴史を積み重ねたつぼみグループの保育理念

をそのまま受け継いだ YMCAならではの保育施設です。ぜひともご紹介いただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

これからの予定 

12 月 4 日(金) 12 月第 1 例会 ふれあいセンター 

 1 月 16 日(土) 1 月新年例会 はなの舞 

 1 月 29 日(金) 1 月第 2 例会 ふれあいセンター 

 2 月 12 日(金) 2 月第 1 例会 ふれあいセンター 

 2 月 13 日(土) あずさ部評議会 


