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７月のデータ 

会員数     １１名 

例会出席           ９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 8 月ブリテン 第１９０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！！』 

  

8月 納涼ＢＢＱ例会 

2020 年 8 月 8 日(金)PM4 時～ 

於：原別荘 

 

会長あいさつ     後藤(昭)会長 

諸報告 

 

ＢＢＱ懇親会 

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  

 アニバーサリーは該当がありません 

 

 

 

忍野 夏富士 



2020-2021 ７月キックオフ例会           

 

 

日時；2020 年 7 月 10 日（金）午後 7 時 30 分

から 9 時 00 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、三浦、武藤＋

マキちゃん。オンライン；須藤、福田 

ふれあいセンターが条件付きですが、早めに始

めることで開催しました。出席者全員の氏名住

所連絡先、体温を測る、スリッパ持参で、かつ

９時退所でした。ふれあいセンターは 7/29 で

条件緩和になるとの事です。 

時間が限られているので、すぐにキックオフ例

会に入りました。後藤が ZOOM 準備し、新会

長 Acco さんの挨拶で始まりました。議事は新

年度の行事を中心に進めました。 

会長より報告；6/25 あずさ部次期役員の顔合わ

せが ZOOM でありました。 

6/29 東日本区事務所で理事引継式 就任式が

あり、板村新理事が誕生しました（ZOOM） 

7/4 国際就任式 Jacob Kristensen 新国際会長 

大野勉（Ben）国際委員（次期アジア会長） 

ZOOM で就任式を視聴することで、世界が身近

に感じられた。新型コロナウイルスの影響で例

会の持ち方や活動方法が変わっていくことを

感じた。しかし、一日も早くコロナが収束して

ワイズの皆さんに会いたいと思った。 

 

 

 

 

〈議事〉 

あずさ部の御園生部長の公式訪問の日程；納涼

例会の日程 8/8 。 

伊東例会の日程 10/24-25 または 10/31-11/1。

富士山例会日程で何かしたい。 

来年 3/27-29 DBC お花見例会。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。 

・納涼例会は原さん別邸でバーベキュー例会と

する。8/8（土）午後 4 時から。 

 肉は後藤、その他は原、機材は望月。会費は

2000 円。 

☆あずさ部会訪問に依頼する⇒連絡後、高尾で

開催する八王子クラブへ行くことになった。 

確実に行う例会、伊東移動例会、新年例会、京

都 DBC 交流会を打診していくか。 

・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。 

茅野さんは残業で参加できませんでした。

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。 

参加者の一言：三浦；10 回記念大会としてフラ

イングディスク大会を工夫してやりたい。施設

ごとに投球してもらい、チーム表作って各チー

 



ムで表彰する。参加施設数は問わない。 

喜代子；会長終わってほっとしたが、今年度は

あずさ部主査をする。 

望月；コロナにめげず頑張ろう。10 日間 7 合目

に工事に行く、山の空気が吸える。 

淑子；東京に戻った時には徹底的に消毒してい

る。オンライン例会を進める。 

原；落ち着いて仕事ができてよい、メルカリも

デビューした。 

武藤；皆にあえて元気をもらって頑張る。 

会場の都合で午後 9 時退所なので、終了し、片

付け・除菌して解散となりました。時間の許す

方々は恒例のサイゼで懇親を図りました。お疲

れ様でした。 

 

≪ニコニコ≫ 

 

喜代子…新会長アッコさん、今年 1 年よろしく

お願いします。 

会長が終わってホッとしています。 

洋美…新会長アッコさんの挨拶がとても良く 

頼りになりますね！ 

勉…新年度第 1 回例会、コロナウイルスに負け

ずにお疲れ様です。もうしばらく頑張りましょ

う。 

俊彦…新型コロナの影響は悪いことばかりで

はないですね。ふれあいセンターでの例会はい

つも１F の小さな部屋での開催だったのがコロ

ナ以降は２F の立派な会議室に移り、広さはこ

れまでの数倍と広く机も、いすも格段に立派 

まるで重役会での会議をしているようです。今

年もコロナに負けず楽しい交わりが持てるよ

うに願っています。 

明久…キックオフ例会からズーム併用例会が

成功しました。富士五湖クラブの新しい例会の

在り方を考えていく良い方向性となりました。 

今後もオンライン、オフライン併用でいきたい

と思います。 

淑子…今年度最初の例会も全員マスクでソー

シャルデイスタンス。今年度の予定がどの程度

出来るかどうかですね。 

acco…新しい生活様式の中での活動となりま

すね。前向きに頑張って活きましょう！ 

 

 

「あれやこれや」 

 

2020年の夏が終わりて…        acco 

 

例年よりも生育が遅れてコロナ禍の中で今年

も始まったトウモロコシの出荷作業。 

毎朝 3時半に起床。顔を洗って山支度を整えて

軽トラに乗って山へ… 

富士山を確認して、今年は登山道の灯りがない

寂しさを感じながら月灯りと星たちに慰めら

れながらテントの枠を組み、作業のイスやカゴ

を並べフキンと包丁を置く。ここまでが皆が来

るまでの私の仕事。 

トウモロコシ収穫隊が頭にヘッドライトをつ

けてカゴを積んだネコ車を押してまだ暗い畑

に入っていく。しばらくするとカゴに山積みに

なったトウモロコシが運ばれてくる。 

トウモロコシを手に取り、枝を包丁で切り落と

し、素早く選別。葉枯れしているものは葉を取

り除き、虫食いがないか、頭まで実が入って 

いるかなどチェックしてカゴへ・・・ 

皆で手を休めることなく続く出荷作業。選別さ

れたものはカゴに決められた本数を並べ、ラベ

ルを貼ってトラックに順次積んでいく。 

 

         2020 忍野 夏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 つの畑をすべて採りきって選別作業してカゴ

に入れてトラックに載せてトラックを出した

ら後片付け・・・。 

8 月はほとんど休みなく毎朝の本業前の仕事。

6時半～7時前には自宅に帰ってきて 

畑の野菜の収穫や手入れをして朝ごはんを食

べて 8時半過ぎには甲府便へ出発。 

以前は甲府便も週 1、2 ペースで行ってたのが

今年は頼んでいた人達が病気になったり、ケガ

をしたりと結局は人手不足で私がほとんど行

くことになった甲府便。 

12 時半過ぎに帰ってきたら事務職に。14 時過

ぎまで仕事して昼ごはんを食べて昼寝。 

晩ごはんを早めに食べてお風呂に入って 21 時

消灯。 

こんな日が 1か月あまり続いて手が痛い！足が

つる！肩がこる！頭が痛い！…と身体が悲鳴

をあげた。なんとか言葉でごまかしつつも足が

つり痛くて動けなくなって 8月第 2例会は欠席

してしまった。（スミマセン！） 

・・・んんん～年ですね～(笑) 

9 月に入ってようやく日常が戻ってきつつある。 

短くて慌ただしい夏が終わってやれやれで

す・・・・。 

 

 

≪山梨 YMCAだより≫ 

 

＜18日間になった夏休み＞              山梨 YMCA総主事 露木淳司 

みんなが楽しみにしている夏休み。旅行や里帰りなど、家族でお出かけできる夏休み。子供たち

にとって夏休みは一年間で一番ワクワクするときのはずです。そして、その中でキャンプや、わい

わい地球塾など、YMCAならではの夏休みプログラムを待ち望んでくれていた子供たちが、多いとき

は毎年 300 人位いました。ところが、今年の夏休みは平均して 18 日間しかありません。コロナの

せいで、4，5月休んだ分が奪われてしまったのです。梅雨明け直後の数日間と、お盆が開けたあと

の併せて約 2週間、子供たちは真夏の炎天下学校に行かなければなりません。大人にはあまり影響

はないのかもしれませんが、子供にとっては大問題です。子供たちを迎えるリーダーとなる学生も

然りです。大学はさらに 8月中旬まで授業があるところが多く、ほとんどあてにできなくなりまし

た。そんな状況なので、今年は夏の募集も控えて、戸惑いながら 7つのプログラムを企画しました。

いつもなら学校にチラシを配布したりするのですが、それも自粛して、過去に参加してくれた子供

たちだけに手紙でお知らせしました。おそらく今年の野外活動は壊滅だろうと期待ができない雰囲

気でした。するとどうしたことでしょう。手紙が届くや否や電話が鳴り出し、どのプログラムも予

約でどんどんいっぱいになり始めました。いつにない反応の早さです。子供たちは待っていてくれ

たのです。子供たちだけでなく、我が子の喜ぶ顔を見たい親御さんたちも同じでした。これはうれ

しかったです。ちなみに今年の目玉はツリーハウス作りです。4 日シリーズで、半分はハウスづく

り、半分は日替わりアウトドアプログラムとなっています。中にはブラジル人やベトナム人のゲス

トが加わるものもあります。 

皆さんからの期待に応えるべく、コロナストレスのはけ口としていただけるような楽しくてたま

らない「YMCAの夏」を提供したいと、今、スタッフ一同準備を進めています。 

 

2020年山梨 YMCAの夏休みプログラム 

１． わいわい地球塾、対象：幼児・小学生  

➀「ニジマスつり」7月 24日、会場：富士宮市杵塚養鱒場。 



➁～➄「ツリーハウス・プロジェクト(4回シリーズ)」、会場：八ヶ岳伝道所、8月 3日「カレーオ

リエンテーリング」4日「ピザ窯でピザを焼く」5日「ディスカバーブラジル」6日「ディスカバー

ベトナム」 ＊毎回、午前中は地球塾、午後はツリーハウス作り。 

➅「アメリカキャンプ村であそぼう」11日、奥多摩のキャンプ場でフィールドアスレチック、バー

ベキュー、川遊び。 

➆「プチシャワークライミング」、12日、白州町大武川で天然水を浴びる。 

※フクロウキャンプは 8 月 6～7 日、八ヶ岳少年自然の家にて成人のみ定員 10 名で実施。（コロナ

予防とリーダー不足のため） 

 

 

 

 これからの予定 

8 月 8 日(土) 納涼例会        原別荘 

8 月 28 日(金) 8 月第 2 例会      ふれあいセンター 

 9 月 11 日(金) 9 月第 1 例会 

10 月 17 日(土) あずさ部部大会 

10 月     伊東移動例会 

 


