
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 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 １１月ブリテン 第１９３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！！』 

  

11月 第 1例会 (山梨 Yバザーに振り替えます） 

 

2020 年 11 月 27 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 

 

 １１月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はありません。 

 

 

 

 

 

忍野 富士 



10 月第 1 例会 

 

日時；2020 年 10 月 9 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 2、武藤＋マキちゃ

ん、福田主事。オンライン；須藤、三浦。 

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 会長の東日本区情報、あずさ部情報、個人

的に孫娘が生まれたとの挨拶で開会した。 

〈議事〉10/17（土）あずさ部会 13:00～16:00

高尾わくわくビレッジ。すぐ食事 3000 円。 

参加者；後藤 2、望月 2、原 2、 10:30 望月宅

出発。 

10/24-25（土日）伊東移動例会；アンダ伊豆高

原。12 時までに伊東着。 

後藤 2，原 2、望月 2、三浦、須藤：8 人。1 日

目；ろう人形館見学。 

2 日目；曽我物語の記念碑など 2-3 ヶ所。ゆう

ゆうの里友人が案内人＠500 円/名 

集合出発時間：望月宅 8：15 出発     

参加費；30000 円 

11/3（火）山梨 YMCA 新会館でのバザー出店；

おもちゃ屋、みぎわ木工店（須藤） 

11/14（土）甲府 21 クラブ 30 周年、岡島ロー

ヤル会館＠4000 円（10/31 まで） 

参加者；後藤 2，望月 2，原 2、三浦 

あずさ部の御園生部長の公式訪問の日程；部会

で相談する。 

→伊東移動例会。新年例会。来年 3/27-29 

DBC 交流お花見例会。 

次回例会；11/27（金）第 2 例会。 

Change! 2022 ヒアリング 

① 2022 年 12 月末クラブ会員数目標⇒13 

② CS、Y サ 今季どのように行っていくか⇒

4 月フライングディスク大会、山梨 YMCA

バザー出店（おもちゃ屋、みぎわ木工品） 

 

③ Facebook の活用についてどう思うか⇒

acco 会長の投稿を進める。 

④ 今後の例会スタイル、ライブとリモート同

時開催の検討⇒ハイブリッド例会を実行中。 

⑤ 5 人以上の新クラブ設立への取り組み⇒現

状では推進できない。 

⑥ ドロップしないための取り組み⇒リモート

での顔合わせをしている。 

⑦ 会員増強のためのアクションプラン⇒フラ

イングディスク大会などで富士五湖クラブ

パンフレットを配布し、アピールしている。 

⑧ 区、部へ。クラブ運営上どのような支援が必

要⇒区、部を応援している。 

・国際交流（10 月末）；IBC 締結の希望あるか、

希望の国、都市などの条件⇒今はできない。 

・甲府 21 クラブ荻野大会実行委員長；来年の

区大会の協力宜しくと TEL あり⇒協力する。 

遅れて福田主事が御坂峠で事故トラブルを乗

り越え、例会に参加⇒11/3 バザーへの協力要請

と内容の説明をした。館内食事はできない、外

に飲食スペースとるか検討中。カレーなどなし、

ジュース・パン菓子類は持ち帰り仕様で販売す

る。60 周年で推進している。 

Acco 会長の閉会挨拶で例会終了し、片付け・除

菌して解散となりました。お疲れ様でした。 



あずさ部 部大会 

 

2020 年 10 月 17 日 高尾の森わくわくビレッジ 

参加者：後藤 2、望月 2、原 2 

第 24 回あずさ部部大会が高尾の森わくわくビ

レッジで開催されました。久々にリアルにてワ

イズの皆さまにお会いすることができました。 

 

御園生あずさ部長の開会点鐘の後、部長挨拶が

終わるとすぐに会食でした。長谷川次期部長に

よる乾杯。 板村東日本区理事のお祝辞の次に

田中直前アジア太平洋地 域会長から国際表彰

がありました。昨年度のクラブブースター賞（6

名以上会員増）は甲府 21、個人ブースター賞(3

名以上)は越智京子さん(東京たんぽぽ)と野々

垣健五さん(甲府 21)、会員増員 100 日間チャレ

ンジ賞は武蔵野多摩、サンライズ、八王子、東

京たんぽぽ、松本、甲府 21、長野で、それぞれ

のクラブ会長に渡されました。最後にコロナ禍

エッセンシャル・ワーカー（Essential Worker）

賞は甲府クラブ 3 名(中島さん・北条さん・根津

さん)が受賞されました。 

次に来年 6 月 12 日に開催予定の東日本区大会

ホストクラブである甲府 21 クラブより東日本

区大会のアピールの後、東京サンライズの立田

会長の閉会点鐘がなされました。その後 はお

楽しみタイムは音楽室では浅羽さんとその仲

間のジャズ演 奏 。中村さんの紙芝居、米長晴 

 

 

信さんのマジックショー また所沢クラブの東

さんの駄菓子屋さんがあり童心に還って楽し

みました。 CS 事業主査のわが富士五湖クラブ

の望月喜代子さんも手作りマスクの販売を行

いました。コロナ禍の中で 3 密を避けての開催

は大変だったことと思いますが、つかの間の楽

しい時間を過ごすことができました。東京サン

ライズの皆さま、どうもありがとうございまし

た。 

 

 

 

             

  



伊東移動例会 

 

2020 年 10 月 24 日‐25 日 

於：アンダ伊豆高原 

コロナ禍の中で伊東移動例会は開催できる

のか心配されましたが何とか伊豆高原にメ

ンバーで行ってくることができました。 

それぞれの感想を載せました。 

 

望月喜代子…伊東例会を、10月 24日（土）、25

日（日）に GOTOキャンペーンを使って行くこと

ができました。24日 8時 15分に原夫妻と望月 2

名で出発。後藤夫妻を迎えに行き、籠坂、246、

伊豆中央道を通り、伊豆のへそで休憩。昼食は

須藤さんが予約してくれた開福丸で美味しいフ

ライと追加のお刺身でおなかは満腹でした。午

後は一昔前の懐かしい蝋人形館を見学。大室山

でジオパークを楽しみました。ホテルで夕食の

後温泉。そして、22時から夜食タイム。これが

次の日体調を崩す原因となりました。翌日佐保

夫妻の親切な案内で、伊東の名所を巡りまし

た。昼前から体調の変化を感じ始めましたが、

普段食事をしない夜 10時過ぎに食事をしたこと

かと思いました。それでも、なんとか吉田に帰

着しました。せっかくの移動例会に、クラブメ

ンバーに心配をかけましたが、今は体調もすっ

かり良くなりました。次からは無理せず体調管

理をしたいと思います。 

 

 

原 俊彦…今年は新型コロナウイルスがまだ

残っている最中での一泊例会となったため、

残念ながら 5回目にして初めて茅野さん、武

藤さん、小池さんの 3人が欠席、いつもの全

員参加とはなりませんでした。 

ただ、2日間とも素晴らしい天候に恵まれ、メ

ンバーの皆さんとの久しぶりの旅行に、本当

に楽しい時間を過ごすことが出来ました。 

伊東で美味しい海の幸を堪能した後、大室山

の桜の里を散策、山全体に自生したススキが 

 

風に靡く様は見事で、暫し我を忘れて釘付け

になってしまうほど魅力的で不思議な体験で

した。須藤さんが次に案内してくれたのが

「蝋人形館」でした。これまで何度か蝋人形

の館は見学していますが、狭いながらもこれ

でもかと言うくらい圧倒的な種類と質の高さ

に驚きました。 

アンダーでは露天風呂にカラオケ、恒例の夜

食を堪能、十分な休養を与えられた癒しの宿

でした。翌日は曽我物語と伊東氏一族のルー

ツを巡る旅、須藤さんの友人の見事なガイド

に導かれ楽しい学びのひと時を過ごす事が出

来ました。今回も須藤さんには大変お世話に

なりました。有難うございました。 

 

 

須藤 繁…当日はズームを通じてではなく、直

接メンバーの皆さんに出会えて、やっぱり本物

は（？）良いな(！）と思わされました。そして

皆さんこちらで準備した昼食や蝋人形館も楽し

んで頂いたようで、私もホッとしました。２日

目の曽我物語の史跡巡りも楽しんでいただけた

でしょうか。案内人の佐俣夫妻も、色々質問さ

れて大変嬉しかったようです。ご自分でゆうゆ

うの里のホームページのブログにこの案内の様

子を投稿していました。まだ伊東にはあまり知

られていない史跡もありますし、地質学的にも



面白くてタモリも喜ぶようなところがあるよう

ですから、これからも楽しみにお出かけくださ

い。 

 

望月 勉…一日目は、いつもと違い早めに伊東

に到着。時間より早く昼食の店に入店。須藤さ

んもすでに山梨からのメンバーを待っていてく

れました。美味しい刺身の定食をいただき、い

つもながら須藤さんの気遣いに感謝。蝋人形

館、大宝山と伊東を満喫し、宿泊のホテルで久

しぶりに富士五湖クラブのメンバーで楽しい夜

を過ごしました。二日目は曽我物語の史跡を、

佐保夫妻の案内で楽しく見学しました。須藤さ

んが伊東にいるからこその史跡めぐりとなりま

した。とても思い出深い旅でした。GOTOトラベ

ルもお得で良かったです。 

 

 

原 淑子・・・今年の旅行はコロナの為、「伊東移

動例会」が初めてとなりました。 

当日はお天気にも恵まれて「伊豆のへそ」で休憩

後、須藤さん行きつけの伊東の磯料理の 

お店（開福丸）で昼食。好物の「あじのたたき」

を頂き、キスのフライも完食。お刺身盛り合わせ

等々、磯料理を満喫しました。昼食後は、すすき

の穂で覆われた大室山を見ながら、さくらの里を

散策。さくらの種類の多さにびっくりしました。 

その後、蝋人形館へ。オーナーのこだわりも有っ

てユニークな蝋人形や中南米の民芸品が数多く

有り興味深かったです。 

宿泊のアンダリゾートは２回目。Go toキャンペ

ーンで満室の様でした。久しぶりの温泉、カラオ

ケで、あっと言う間に夜食タイムに。 

翌日は須藤さんのご友人の佐俣ご夫妻に、「曽我

物語と伊東氏旅のルーツ」と題してガイドをして

頂き、河津三郎祐泰の血塚、葛見神社、大クス、

岡等々を周りました。しばし歴史の世界にタイム

スリップ。昼食後、須藤さんは戻られ、富士五湖

メンバーはポイントでのお土産探しに。美味しい

干物をゲットして一路山梨へ。喜代子さん２日間

の運転お疲れ様でした。 

伊豆は、海あり、山あり、美味しい物有り、名所

旧跡有りで何回行っても楽しいところです。 

須藤さん今年もお世話になり、有難うございまし

た。 

  

「あれやこれや」 

原 俊彦 

締め切りから一週間も過ぎているのに、原稿の

主題さえ決まらない現状に少々焦りを感じてき

ている今日この頃です。 

「コロナのこと？」「マロンのこと？」それと

も「仕事のこと？」・・・幾ら考えても話の筋

も展開も見えず全く進展しないのです。 

こうなったら取り敢えずパソコンに向かい、

「無理ヤリ文章を絞り出す他ない！」と決死の

覚悟・・・これまで余り経験した事が無いほど

のスランプに、やっぱり歳のせいか、頭のヒラ

メキが鈍って来たのか・・・それともコロナの

せい？ 本当に困ったものです。 

ここまで書き上げ、目の前のパソコンからふと

TVの画面に目を移すと、「今日、感染者が

1,700人を超えこれまでの最高を記録しました。

確実に第 3波が到来し、この冬は更に一層の警

戒が必要です。」と相変わらずニュースはコロ

ナの話題で持ちきり。 

家を一歩出れば、老いも若きも幼い園児さえも

「マスク、マスク、皆んなマスク！」実に異様



な光景、異常な世界となりました。 

やっぱり今年はこれきゃないのか！・・・コロ

ナ一色、コロナで明けてコロナで暮れ、アット

言う間に過ぎてしまった一年、何も無かったけ

ど決っして忘れる事の出来ない一年でもありま

した。 

私の「あれやこれや」も、行数だけは辛うじて

埋めたものの、コロナ同様先が見えず、さ迷い

続けた原稿になってしまいました。 

来年こそスッキリした良い年にしたいですね！ 

 

 

≪山梨 YMCA だより≫ 

<YMCA BAZAAR FOR ALL> 

山梨 YMCA総主事  

露木淳司 

 第 60 回の還暦バザー、設営から運営、後片付けに至るまでワイズメンズクラブの皆様の献身的なご

指導の下、晴天にも恵まれて無事終了いたしました。ご協力に心より感謝申し上げます。 

今年のバザーは引っ越しとコロナ禍の中、何もかもが初めてづくしとなりました。館内を使わずすべ

て屋外テントの利用、飲食なし、受付での記帳・検温・・・。初めての場所でお客さんは来てくれるだ

ろうか。飲食無しで収益は得られるのだろうか。不安だらけのスタートでした。とにかく開催すること

に意義を見出し、新会館を見てもらう。その一念でそれ以上多くを望むことはやめよう。そう開き直っ

て迎えた 11 月３日でした。蓋を開けてみれば、開店前から人が集まり始め、10 時台には密が心配にな

るくらいの人だかりとなりました。     

お祭りの縁日を思わせる賑やかな雰囲気を作れた背景には、21ワイズの輿水会長のお声がけによるヴ

ァンフォーレ様からお借りした 20 張り近くのテントが大活躍、びっくり市の会場用のものは新会館の

施工会社、山市成工様と依田建設様からお借りしました。地域の人の協力も得られて、特に穴山通りの

自治会長さんからのお声がけで多くの方が足を運んでくださり、YMCAを紹介する良い機会とする事がで

きました。また瑞泉寺や聖徒末日イエス・キリスト教会など近隣の駐車場をたくさん借りることができ、

この地に YMCA が根ざしてゆく良い機会となりました。そして大澤英二名誉主事も車椅子で参加され、

皆さんと交わることができましたことも、大きな思い出とすることができました。 

すべての人が一つになって成し遂げられるイベント、まさに FOR ALLを実感できた一日でした。来年

はコロナなしでより盛大なバザーができることを心から祈ります。改めまして皆様本当にありがとうご

ざいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

 

11 月 3 日(金) 山梨 YMCA バザー 山梨 YMCA 新館 

11 月 27 日(土) 11 月第 2 例会 ふれあいセンター 

12 月 4 日(金)  12 月第 1 例会 ふれあいセンター 

 

 


