
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月のデータ 

会員数     １１名 

例会出席           ７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 ９月ブリテン 第１９１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！！』 

  

9月 第 1例会 （zoom併用例会） 

2020 年 9 月 11 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   

7 日 須藤道子さん 

   27 日 原 淑子さん 

   おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

忍野 富士 



８月納涼例会           

 

2020 年 8 月 8 日 16 時~ 原別邸 

参加者：後藤 2、望月 2、原 2、三浦 

 

毎年恒例となった我が家での納涼例会ですが、

今年は富士登山が中止になった事もあり望 

月さんが初めて参加されました。 

毎年富士山 8合目の涼しい山小屋で快適な夏を

過ごしている望月さんですが、今年は暑い 

下界で、しかもこれまでにない「暑い、熱〜い

夏」に参っているのかと思いきや、バーベ 

キューの道具一式(プロパンガス、コンロ、鉄板

などなど)を持参して誰よりも早く、3 時 

過ぎには一番乗りで駆け付けてくれました。 

私も負けじと物置きから我が家のバーベキュ

ーセットを( 本当に一年ぶりに )持ち出して 

、早速炭おこし開始・・・多少アルコールも入

ったせいか、例会が始まる前から気持ち良 

いピクニック気分に浸ってしまいました。 

定刻の 4時になるとメンバーも三々五々集まり

始め、後藤 Acco 会長のあいさつで簡単な例 

会開始、今後のスケジュールを確認し程なくバ 

ーベキュースタートとなりました。 

今回は武藤さんが長女の体調不良とご主人の

帯状疱疹などが重なり急遽欠席となったため 

、まきちゃんも出席できず結局、後藤 2、望月

2、三浦さん、我々2 人の合計 7 名での納涼例 

会となりました。 

 

その為、焼き手が三浦さん一人で孤軍奮闘の大

忙し・・・各種の野菜、肉、魚介類に後藤 

さん持参の取り立ての甘〜いトウモロコシ、ア

ルコールも加わり賑やかな納涼例会となり 

ました。 

日も落ち涼しくなってきたので、部屋に入り美

味しい果物とスイーツで仕上げ・・・9 時 

過ぎにはめでたくお開きになりました。 

コロナ騒ぎで閉塞感の日々を過ごして来ただ

けに、久しぶりに親しい仲間との全面開放の 

楽しいひと時を過ごす事ができました。 

 

 

 

 

8 月第 2 例会 

日時；2020 年 8 月 28 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、三浦、武藤＋マ

キちゃん。オンライン；山口 

ふれあいセンターがほぼ通常通りに使えるよ

うになりました。出席者全員の氏名住所連絡 

先、スリッパ持参で開催できました。今後は東

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 会長お休みで。原副会長の挨拶で開会しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈議事〉 

 



あずさ部の御園生部長の公式訪問の日程；伊東

例会の日程 10/24-25 または 10/31-11/1。新

年例会。来年 3/27-29 DBC 交流お花見例会。

☆あずさ部会訪問時に依頼 

第 10 回フライングディスク大会：4 月 24 日で

調整する 

2/13 あずさ部第 2 回評議会は富士五湖クラブ

のホストとなった。 

1 恩賜林キポキポ：望月確認 

2 市民会館：会議室あり、食事はどうするか？

月江寺駅から徒歩可能。 

3 赤い屋根 

4 ふれあいセンター；弁当持込可能か？→三浦

確認✖ 

5 忍野村内野コミュニテイーセンター；食事持

込は可能、50 名程度なら開催できる。 

☆2 月のあずさ部評議会がコロナで集まれず開

催できない場合は、ZOOM を使ったオンライ 

ン評議会を主催する方向で行く。 

ZOOM で伊豆高原の須藤メンと伊豆高原のキ

ャンペーンなどを利用して、Acco 新会長と打 

ち合わせしながら進める事になりました。 

次回例会；9/11（金）第 1 例会 

参加者の一言：望月勉；例会は月 1回でどうか？ 

原淑子；ZOOM 利用して顔合わせしたらどう

か？ 

望月喜代子；CS 主査として、あずさ部全クラブ

に手紙を出す予定、部として顔合わせして 

ないメールのみの現状。主査手当 5000 円振り

込まれた。 

山口（東京武蔵野多摩）；クラブも会っていない、

理事の状況はよくわからない。 

望月勉副会長のコロナにめげず頑張ろうと閉

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。 

 

 

 

 

 

「あれや これや」 

                    

原淑子 

今年は、コロナ、コロナで始まり、「毎日」、「１週

間」、「１ヶ月」が矢のように過ぎて、気が付けば

もう９月。未だ未だコロナについての情報が一番

の関心事です。 

情報はやはりテレビから。どんな毎日かな？・・

と。 

＜平日＞ 

７時：NHK朝のニュース・・今日の天気は？ コ

ロナは？ 政府の対策は？ 海外は？ 

 ８時：羽鳥慎一モーニングショー・・コロナ特

集 

 （９時５５分：じゅん散歩） 

１０時２５分：大下容子ワイドスクランブル・・

コロナは？ 

（１３時：徹子の部屋） 

（１３時３０分：おしゃべりクッキング） 

１４時：ゴゴスマ・・東京の今日の人数は？ 

１５時５０分：Nスタ・・全国のコロナは？ 

（山梨の時）１６時４５分：スゴろく・・山梨の

コロナ状況は？ 

（１９時：娯楽番組）（時々NHKニュース） 

２２時：報道ステーション 

２３時１５分：NHKニュースきょう一日 

 

＜日曜日＞ 

 8時：サンデーモーニング 
 

 毎週午前中に、香港の娘とビデオ電話。香港の

コロナの状況、日本の状況。etc. etc. 

  孫のケンゾーも片言日本語でおしゃべり参加 

 娘の旦那のエイドリアンも「ハロー」 そして、

時々犬の映像を送って来ます。 

 面白かったり、楽しかったり、びっくりしたり、

感心したりの画像。 

 どこから見つけて来るのかしら？？？ 

 

日曜日はともかく、平日は、これでは時間が勿体

ないとは分かっていても、コロナが気に 



なってしまいますが、多少なりともテレビを消し

て、ラジオ（FM）を聞く事にしました。 

コロナ太りの解消は、ますます遠のくばかりです。 

 

 

≪山梨 YMCA だより≫ 

理事長交代 

山梨 YMCA総主事 

 露木 淳司 

大澤英二氏が最初に山梨 YMCAに奉職したのは 1952年、18才の時のことのようです。甲府ワイズ

の草創期とハイ Y活動が全盛期を迎えようとしている時期と一致します。戦後の混乱がようやく落

ち着いてきた頃でしょうか。高校生時代に仕えていた第二代堀部孝三総主事が病に倒れ、主事職の

いない中、卒業まだ間もない若き大澤氏が YMCA 活動を支えていたというのです。その後、三代目

の高橋侃総主事が赴任し、5年間の東京での研修に入ります。そして 1961年に復帰後、やがて総主

事に就任し、1994 年に引退するまで、実に 33 年間の長きにわたって、職員として YMCA 運動に励

み、念願の会館建設も成し遂げられました。定年後は名誉主事となられ、理事、常議員、2015年 10

月からは理事長として、文字通り生涯にわたって寸分漏らさずに YMCA に尽くされています。さら

に教会一致懇、県民会議、キリスト者九条の会、ボーイスカウト甲府 5団、ギデオン協会、ボラン

ティア協会など、山梨の様々な団体や組織の立ち上げ、維持運営に積極的かつ献身的にかかわられ

ました。私は「YMCA のことは大澤さんに聞けば何でもわかる」、と全国的に見ても稀にみる貴重な

生き字引的存在として今も頼りにしています。その大先生の後を任されていることに、身が引き締

まる思いであると同時に誇りに思います。 

そんな大澤氏から辞任願いをいただいたのは、昨年２月のことでした。理事たちは何とか会館が

建つまではと説得し、耳の不調に嘆く理事長に無理を言って留まっていただいていました。そして

今年５月には旧会館において最後となる創立記念早天祈祷会を開催し、いつもの元気な大澤節を聞

かせていただきました。そして会館は完成しました。ところが、7月に体調が悪化、８月には入院。

コロナのせいでお見舞いもままならない状態が続いています。秋には延期になっている竣工感謝式

を「大澤さんの誕生日（10 月 14 日）にするから、それまでは」との提案もありました。が、これ

以上無理はさせられないとの意見が大勢を占め、ついに理事長交代の決断を余儀なくされたのです。 

後任の理事長は甲府 21 ワイズの野々垣健五氏です。氏は将来計画検討委員長として、この 5 年

間、用地の確保、業者の選定、資金繰り、旧館の解体・・・、すべての面において山梨 YMCAを導い

ていただきました。新会館建設の立役者であります。現在の YMCA の強みも弱みもすべて掌握され

ています。そして大澤氏からのたっての希望でもあり、7月 27日の理事会で正式に推挙が確定しま

した。大澤氏時代と同様に、野々垣新理事長の陣頭指揮のもとに、YMCAとワイズメンズクラブが一

丸となって、地域のために、明日の山梨のために尽くす所存です。皆様のご理解とご協力をお願い

申し上げる次第であります。大澤理事長、ありがとうございました。長い間お疲れ様です。野々垣

新理事長、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

これからの予定 

10 月 9 日(金) 10 月第 1 例会 ふれあいセンター 

10 月 17 日(土) あずさ部部大会 高尾わくわくビレッジ 

10 月 24-25  伊東移動例会  アンダ伊豆高原 

 


