
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月のデータ 

会員数      １１名 

例会出席           10 名 

           コメット   1 名 

                 ９１％ 

 

 

 

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 ３月ブリテン 第１９７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！！』 

  

3月 第１例会  

 

2021 年 3 月 12 日(金)PM19 時 30 分～ 

於：ふれあいセンター 

ハイブリット例会 

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 

  メン  原 俊彦さん（３月２１日） 

メネット 武藤敏彦さん(３月２４日) 

 

今月のアニバーサリー 

☆ 三浦洋美＆正夫夫妻 (３月１７日) 

☆ 望月 勉＆喜代子夫妻（３月２８日） 

おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

3 月富士 

  富士吉田市にて 



2 月第 1例会 

                   

日時；2021 年 2 月 12 日（金） 

午後 7 時 30 分～9 時 

場所；富士吉田市ふれあいセンター＆オンライ

ン例会 

参加者；望月２、原 2、後藤 2、武藤＋まきちゃ

ん。オンライン；三浦 

オンライン併用のハイブリッド例会でした。 

Acco 会長より、コロナ禍で評議会も中止になり、

顔合わせしづらい状況ですが少しでも会える

機会を通して進んでいきましょう。と挨拶、会

長報告から議事に進行した。 

 

茅野さんのお父さん（茅野パパ）の訃報は

Facebook にあげられていました。教会での家

族葬で送ったとの事でした。ワイズドットコム

にも流してほしかったです。後日クラブとして

は茅野さんにお悔やみを直接渡す予定です（武

藤会計） 

武藤会計より区費・献金・YMCA 賛助会費につ

いての話があり、昨年同様の対応としました。

2/13（土）午後 6 時 30 分からあずさ部評議会

を ZOOM で行うことになりました。会長・主

査以外の方も是非参加してくださいとのこと

です。参加明細はラインで送ります。 

3/6（土）次期会長・部役員研修会は ZOOM で

行います⇒原副会長参加予定。 

3/11（木）東日本大震災の礼拝と追悼のつどい

をするとの事です。 

第 24 回東日本区大会（甲府 21 ホスト）はリモ

ート大会とする。2/28 までにバナー写真を送る。 

使用済み切手について； 2/15 までに服部さん

に送る(Acco 会長） 

2/5 あずさ部エクステンション委員会が ZOOM

でありました（Acco 会長） 

3/27-29 京都洛中との DBC 交流会；竹内さんと

打ち合わせした。現状では開催予定（原）、状況

によるが、直前で JR 東海ツアーズでホテル新

幹線の予約する。（Acco 会長） 

4/24（土）第 10 回フライングディスク大会につ

いて。 

〈三浦〉障がい者フライングディスク協会の指

針により実行する方向、緊急事態宣言が出ない

限り開催する。審判不足については、最少人数

でできるよう段取りする。 

30～40 人開催、3 サイト、アキュラシーのみ、

ディスタンスはなし。富士北麓地区の施設中心

で人数を絞る。たけのこ、パルパル、ありんこ、

スイートベリーを中心に案内を出す。参加希望

人数が多い時には、調整させていただく旨を案

内状に記載する。審判団は、障がい者フライン

グディスク協会の指針のほかに、学校教諭でも

あるのでそちらの指針もあり、参加できない場

合にも、ワイズ、健康科学大生のボランティア

で対応できるようにする。フライングディスク

大会器具は協会から借りるようにする。 

富士吉田市長賞、議長賞は出さない。メダルと

10 回記念ポーチを出す。市長などの関係者も呼

ばない。恩賜林組合長に関しては意向に対応す

る方向。 

雨天中止。スタッフは、マスク・フェイスシー

ルド着用、除菌機器を置く。 

障がい者はマスクできない子もいる。ディスク

渡す人が一番近いので要注意。 

健康科学大生のボランティアを要請する。

（Acco 会長） 

議事終了、ZOOM から退出、解散となりました。



次回例会は 2/26（金）。お疲れ様でした。 

 

 

2 月第 2 例会 

 

日時；2021 年 2 月 26 日（金）午後 7 時 30 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

ン例会 

参加者；望月２、原 2、後藤 2、武藤＋まきちゃ

ん。 

ズーム；三浦、須藤、茅野 

アッコ会長の開会の挨拶と諸報告があり、議事

に入りました。 

 

〈3/27-29 京都洛中とのお花見 DBC 交流〉後藤

2，原 2，望月 2，三浦。 

京都洛中の竹内さん；平安神宮のレストラン予

約済みとの事。手土産準備。 

宿ホテル予約；アッコ会長 

〈神戸ポート玉ねぎファンド〉4/17 期限で申し

込み；2 箱ずつ 5 軒 10 箱。 

〈2021-2022 次々期理事候補者の推薦〉現状で

推薦者なし。 

〈次期会長・部役員研修会〉3/6（土）13:30～

ZOOM（出欠 3/1 まで；原次期会長） 

訃報；甲府クラブの武田メン 2/22 逝去されま

した。お悔やみ申し上げます。 

〈緊急事態宣言の動き〉2/末解除；岐阜、愛知、

京都、大阪、兵庫、福岡。 

3/7 解除；東京、千葉、埼玉、神奈川。 

〈第 10 回フライングディスク大会〉健康科学

大へボランティア要請 FAX 済み 

ワイズメンへの要請は、緊急事態宣言解除のタ

イミングで依頼する。 

甲府、甲府 21、東京武蔵野玉など実績のあるク

ラブ・メンバーに依頼する。 

御園生部長の公式訪問となっている。 

施設ごとに投球する。万歳はしない。表彰はす

る。6 人チーム。 

審判団より 30-40人程度なら参加する意向を確

認済み。 

弁当用意；審判団、ワイズ協力者、ボランティ

ア、看護師。 

参加賞；お菓子（スイートベリー）。参加費；200

円/名。 

カード作成；三浦名簿⇒茅野データ化⇒三浦印刷 

今後の予定は、3/12 第 1 例会、3/26 第 2 例会、

3/27-29 京都 DBC 交流会です。 

定刻になりましたので、アッコ会長の閉会宣言で

解散となりました。お疲れ様でした。 

 

≪山梨 YMCAだより≫ 

 

<震災 10年、そして 75周年> 

 

山梨 YMCA総主事 露木淳司 

 10 回目の 3.11 を迎えます。震災後、山梨のキ

ャンプに招待した福島っ子たちは、今は高校生か

ら成人になっているはずです。みんなどんな風に

成長されたことでしょう？ また、被災後に訪問

させていただいた南相馬や宮古の町はどう変わ

ったのでしょう？ 日本各地ではその後も毎年

のように災害は続き、悲惨な爪痕を残しています。

時の経過に比例して、災害の歴史も積み重なって

しまうことをどうすることもできないむなしさ

を感じます。 

否応なく流れていく時間。その中にあって、私

たち、山梨 YMCA においてもいろいろなことがあ



りました。高齢者福祉事業への参入、財団の公益

認可、甲府市の放課後児童クラブの受託、児童発

達支援事業の立ち上げ、道路拡幅による会館移転、

そして新型コロナウィルス感染予防への対応・・・。

目まぐるしく展開するいろいろな出来事に翻弄

されながら、この時を過ごしてまいりました。つ

らい過去から立ち上がった福島っ子が大人にな

っていくように、山梨 YMCA もちょっとずつ大き

くなりました。折しも、この 5 月に 75 周年を迎

えます。明日の読めない今を生きる私たちですが、

この機会に 3.11の 10年に合わせて、戦後の山梨

における YMCA の歩みをもう一度振り返っておこ

うと思います。コロナ禍ではありますが、5 月 1

日の創立記念日には記念式典を予定しています。

皆様もぜひ記憶のうちに留めておいていただけ

れば幸いです。 

 

 

「あれやこれや」 

＜障害（自閉症）の娘と共に＞              三浦洋美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土日も車でどこかに出掛け、ウォーキングやハイキングを楽しんでいる。私は家にいると 

息が詰まる。家の空気感が良くないのでしょう（笑） 

だから娘と出掛けることを口実に家を出る。山から見る景色、海を眺めながら歩く、 

最高に楽しい誰にも気を使わずに心が晴れやかになり自由だ～と感じる瞬間だ。 

しかし、こんな生活がいつまで続けられるのか最近は不安に思うようになってきた。 

年齢のせいだろう（うん、そうだ） 

でも、今この時を大切に過ごしていこうと考えている。思いっきり娘との時間を楽しもう 

(*^_^*) 

きっといつかは出来なくなるのだから。 

 

 

 

 

 

 

 

 

私も 60 歳を過ぎ、娘も 30 歳を過ぎ本来ならばお互い自分

の好きなことを楽しみながら人生を送っているのでしょう。 

私の生活は娘と共にある。平日は娘も通所施設に通うことが

できているので、私も仕事をしている。 

４時に仕事が終わり娘のお迎え。月・水・金と体力づくりと

気持ちの安定をはかる為プールに寄って約一時間の水遊び

に近いスイム。 

火・木は予定が無い限り近くの公園をウォーキングしてから

帰宅している。お互いが元気でいるからこそできること 

感謝！感謝！ 

 

これからの予定 

 

3 月 12 日(金) 3 月第 1 例会 ふれあいセンター 

 3 月 26 日(金) 3 月第 2 例会 ふれあいセンター 

 4 月 9 日 (金) 4 月第 1 例会 ふれあいセンター 

 4 月 23 日(金) 4 月第 2 例会 望月宅 

 4 月 24 日(土) 第 10 回障がい者フライングデｲスク大会 in 北麓 富士パインズパーク 


