
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月のデータ 

会員数      １１名 

例会出席            ７名 

           オンライン  2 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 

２０２１年 富士五湖クラブ １月ブリテン 第１９５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！！』 

  

1月 第２例会  

 

2021 年 1 月 29 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 

1 月 24 日 

     後藤昭子メン 

    おめでとうございます。 

今月のアニバーサリー 

   該当がありません 

      

 

 

 

 

忍野 2021 元旦富士 



 

新年のあいさつ 

会長 後藤昭子 

あけましておめでとうございます 

本年も元気に活きましょう！！ 

昨年はコロナ禍の中ではありましたが 

通常例会はリアルとオンラインのハイブリッ

ト例会の形で行ってきました。 

8月には原別邸において納涼バーベキュー 

例会を開催。10 月にはあずさ部会への参加。 

須藤メンの待つ伊東への移動例会も実行する

ことができ、11 月には山梨 YMCA 新館でのバ

ザーに参加することもできました。 

12 月に入って首都圏を中心に新型コロナ感染

者が増加し、山梨にも、ここ富士五湖にも感染

者が出ました。1 月の新年例会、2 月のあずさ

部評議会(ホスト)を開催予定で進めてきました

が、協議の結果、残念ですが取りやめることと

なりました。はてさて次は… 

4 月 24 日の第 10 回障がい者フライングデｲス

ク大会の開催です。昨年 4 月に予定していまし

たがコロナ禍で延期に。残念がる選手たちの声

を聞くと何とか開催できることを願います。 

これからの例会で話し合いを進め、コロナ対策

万全にどうした方向で進めていくかがポイン

トです。 

皆さん、まずは自分自身が心身ともに健康なの

が一番です。コロナ予防対策も万全に 

今日も元気に！今日も笑顔で！この険しい山

を乗り切って頑張って活きましょう！！ 

 

新年の抱負 

 原 俊彦 

昨年は新型コロナに振り回され、自由な動き

が極端に制限された一年でしたが、それが返

ってよそ見をせず落ち着いて物作りに取り組

める非常に良い時間になりました。 

今年は「健康である事」以外あまり多くを望

まず、小さい事にも喜びを見つけられる一年

でありたいと思っています。 

藤

武藤五子 

新しい年になりましたが、明るい気持ちにな

るのが難しいのですが、今年は「小さな良か

った」を探し前向きな気持ちを持ち続けがん

ばります。 

今年もよろしくお願いします。 

三

三浦洋美 

新しい年を迎え本来なら喜びに胸ふくらませ

るという気持ちになるはずがコロナウィルス

という目に見えない者に誰もが怯え心落ち着

けない状態です。 

富士五湖での活動で多くの方を迎えて心から

の笑顔が生まれるフライングディスク大会も

昨年度は中止となりました。今年度は待ってい

る人が沢山いますので、感染対策万全にして開

催したいと思います。みんなの喜ぶ顔が見た

い！ 

 

望月 勉 

新年会、評議会も中止となりましたが、4 月最

終土曜日のフライングディスク大会は、第 10

回の記念大会として、なんとしても開催した

いと思います。前回の審判団中止も想定し、

いろいろな手当を模索していきたいと考えて

います。何もできずにコロナに負けることは

したくないと思っています。地区の連合会長

の仕事もあります。会員の皆様には大変な迷

惑をかけると思いますが、1 年間だけの役員で

すので、よろしくお願いします。 

 

茅

茅野信雄 

コロナが落ち着いて、出かけることが出来る

様になったら、甥と出かけたり、映画やコン

サートに行きたいです。今は、ストレスいっ

ぱいなので。 

 



望月喜代子 

今年もまだ、コロナウイルス感染者が増えて

いるので、部長公式訪問の新年会や、2 月の評

議会も中止になりました。少しでも、コロナ

感染者が減ってきたら、フライングディスク

大会が出来ることを願っています。主人の地

区連合自治会長に振り回されず、前に進んで

いきたいと願っています。 

 

原 淑子 

昨年は、コロナに明けてコロナで終わった年で

した。今年は、日本だけでなく世界中でコロナ

が一日も早く収束する様祈るばかりです。例会、

フライングディスク大会、懇親会、区、部の活

動等々が出来る日が早く来てほしいです。 

 

後藤明久 

昨年来の新型コロナウィルスに翻弄されて、自

由な活動が出来ない今日この頃です。イベント

クラブの富士五湖としては、非常に厳しく寂し

いですね。今年は、どのような状況であっても、

くじけず、楽しいクラブ活動を進められるよう

に、皆で知恵を出し合い、ニコニコと活動して

いきたいと思います。本年も宜しくお付き合い

願います。 

 

 

2020 年 12 月第 1 例会報告 

 

日時；2020 年 12 月 4 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。オンライン；須藤、三浦会員。 

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 会長あいさつは、あずさ部エクステンショ

ン委員会ズームミーティングに参加していま

した。今も継続中ですが、よろしくお願いいた

しますと始まりました。富士吉田市でもコロナ

感染者が出て、大変ですが頑張っていきましょ

う。 

須藤さんと三浦さんもズームで顔出しし、例会

開始となりました。 

 

〈議事〉1/16（土）新年例会について 

御園生部長⇒部長公式訪問として小山久恵さ

んとともに参加予定、泊りは隣のビジネスを取

る予定との事。評議会開催については富士五湖

クラブに任せるとあぶさ部三役で話した。 

長谷川あや子次期あずさ部長⇒次期会長を教

えてくれとの連絡あり。⇒望月勉；地元連合自

治会長を受けることになり、会長を受けられな

いので、原俊彦さんに交代をお願いした。 

原俊彦⇒急遽ですが、2 回目の会長を務めます、

よろしくお願いします。 

望月会員より、富士吉田市でもコロナ感染者が

出たが、新年例会で部長公式訪問を兼ねて評議

会につなげていこう。【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】

で温泉付きで開催を計画している。 

会費 3000 円で、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。新年例会ができないと評議会も難しくなる。



例会を通じて話し合いしていく。 

評議会資料は、あぶさ部にお願いする。表紙・

プログラムの作成、案内状等を作成して渡す。 

ズームを利用したハイブリッド評議会にする

か状況によって検討する。 

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。 

新年例会 1/16（土）午後 6 時から泉水予定。GO 

TO イート使って開催（各自負担）。部長は無料

招待、随伴者は 3000 円？会費にする。早く行

ける人は温泉に入れます＾＾ 

次回通常例会は 1/29（金）【評議会開催判断】、

2/12（金）ふれあいセンターを予約済み。 

3/27-29（土－月）京都洛中との DBC 交流会の

宿泊予約は、1/16 以降にする⇒原さんが大野さ

んに様子を聞くように連絡を取る。京都パレス

クラブから 3/27（土）50 周年記念例会の案内も

来ているので、併せて対応確認する。 

武藤⇒施設でも空間除菌機器を導入している、

3000 円程度ですが、利用している。 

後藤⇒オゾン発生器などでの除菌機器も 1万円

程度で出ているので利用出来そう。 

議事終了、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ココスで懇親をしま

した。次回顔合わせは新年例会です。お疲れ様

でした。良いお年をお迎え下さい。 

 

 

あずさ部第 1 回エクステンション委員会 

 

2020 年 12 月 4 日 19 時～zoom にて 

 

エクステンション委員会の時間がクラブ例会

と重なってしまいどうしようかと思っていた

ところに菰渕あずさ部エクステンション委員

長から電話をいただき、急きょ顔見せだけでし

たが参加しました。自宅から吉田の例会場への

移動などもあり実際の話の内容はいまいちで

したが、ワイズの皆さまの元気なお姿を拝見す

ることができよかったです。 

 

 

「あれや これや」 

茅野信雄 

昨年 12月より、私の車に初心者マークが付きました。進学して家を離れている息子が免許を取っ

たのです。30年前の私がそうだった様に、特別な目的がなくても運 

転したい気持ちが強いようで、普段は煙たがれる父親ですがお呼びがかかります。「親を呼びつ

けるなんて！！！」とは言いません。いそいそと息子のところへ向かい、ドライブに出発です。

いざ出発すると、助手席には息子以上に緊張している私がいます。ふらふらと都内を走り周り、

息子以上に緊張した一日でした。「私が一緒でない時の運転は厳禁だ！！！」と厳命し、筑波に

帰ります。これで、あと何回かは、一緒に遊んでもらえそうです。 

 

 



山梨 YMCA だより 

 

露木総主事 

新年あけましておめでとうございます。 

旧年中は大変お世話になりました。今年もよろしくお願い申し上げます。 

今年は皆様のお支えのもと、山梨 YMCAが 1946年に甲府の地に根差して 75周年になります。本年

は 1月 4日より通常業務に入りました。コロナ禍がいつまで続くのか微妙ですが、5月 1日の創立

記念日には皆さまと共にお祝いしたいと願っています。 

昨年は念願の新会館が竣工しました。献堂式は行えませんでしたが、11月 3日の恒例のバザー

は、飲食なし全部屋外という方法でなんとか実施しました。おかげさまで近隣の方にもお披露目

できました。そして生涯を YMCAに捧げ尽くした大澤英二名誉主事が、このバザーを最後に見に来

られて、その数日後に安心されたかのように天国に旅立たれました。お別れの会には 700名もの

皆様が集い、彼の功績を讃えあいました。 

YMCAで、仲間や生きがいが「みつかり」、多くの人や新しい世界と「つながり」、ひとり一人

が、社会が、世界が「よくなっていく」・・・。 それが私たちの夢です。 

世界中が試練の中にあります。今こそ、本当に失ってはいけないもの、大切なものは何か、私

たちは何をなすべきか、もう一度基本原則に立ち返って、今のプログラム内容を見直し、さらに

YMCA運動を強めていけたらと考えます。 

建設募金は皆様のご協力のもと、五千万円を突破しました。ありがとうございます。特に全国

の県外のワイズメンズクラブの皆様からも多数お寄せいただきました。本当に感謝です。 

新しく立ち上げたデイサービス「オリーブの木」と野の花保育園の利用者・園児の獲得が今の

最重要課題です。コロナで不透明な状況が続きますが、一喜一憂することなく粛々と日々を過ご

していけたらと思います。皆様、引き続きまして、ご支援、ご協力、ご指導、ご鞭撻のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 これからの予定 

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 26 日(金) 2 月第 2 例会 ふれあいセンター 

 3 月 12 日(金) 3 月第 1 例会 ふれあいセンター 

  


