
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３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 ４月ブリテン 第１９８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！！』 

  

４月 第１例会  

 

2021 年４月９日(金)PM19 時 30 分～ 

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 

    

     該当がありません。 

今月のアニバーサリー 

 

4 月 13 日 武藤敏彦＆五子夫妻 

       おめでとうございます 

 

 

 

 

 

 ４月 

  富士と桜 



3 月第 1例会                   

 

日時；2021年 3月 12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 

ハイブリット例会 

参加者；望月２、後藤 2、武藤＋まきちゃん。 

ズーム；三浦、原 2。 

 

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。 

ホテル；ベース四条烏丸 禁煙シングル 7室朝

食付き￥29,200 新富士 9:08発。 

車 2台で行く；望月⇒原 6:40。後藤⇒三浦 6:40。

連絡とりながら新富士へ。 

京都 DBC交流会参加者に会費補助＠5000 

京都洛中の竹内・大野；初日夕食は平安神宮の

レストラン（京都 11、富士五湖 7） 

翌日昼過ぎまで洛中でホストしてくれる。 

手土産準備；スイートベリーのクッキー 

初日；京都駅→ホテル→平安神宮早めに行く→

庭園散策、夕食 

2 日目；ホテル→桜→鴨川→ホテル昼食→希望

コース 

〈次期会長・部役員研修会〉3/6（土）13:30～

ZOOM（原次期会長参加済み） 

次期役員構成 

次期会長；原俊彦、副会長；望月勉・後藤明久、

書記；acco、淑子、会計；喜代子・武藤。 

〈緊急事態宣言の動き〉3/7 解除できず 2 週間

延期；東京、千葉、埼玉、神奈川。 

〈第 10回フライングディスク大会〉3/9案内状

発送（三浦） 

⇒ハーバル工房、ありんこ、パルパル、たけの

こ、けやき園、スイートベリー 

10:00受付開始（アキュラシーのみ） 

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、東京武蔵野多摩など実績のある

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；東京サン

ライズの山中湖ワーク日らしい。 

施設ごとに投球する。万歳はしない。表彰はす

る。施設ごと 6～7人チーム。 

40人前後で変動あると思う、審判団より 8名参

加するとの事。 

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（スイートベリーのクッキー＠

100）。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 

 

今回は天候のせいか、電波状況が悪く ZOOM も

途切れがちでストレス感じました。ふれあいセ

ンターに Wi-Fiないので今後の対策を考えたい

と思います。 

定刻となり、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。 

 

 

 

 

 

 



次期会長役員研修会 

原 俊彦  

3月 6日、夕方初めての Zoomによる次期会長研

修会が行われました。 

次期の会長は望月さんの予定でしたが、望月さ

んが向こう一年間自治会長と言う大変重要なお

役に推挙された為、急遽会長職を拝命する事に

なった訳です。 

Zoomによる会合はこれまで何度か経験はしてい

ますが、全国 60名もの大人数でのミーティング

は初めての事で少々不安でしたが、事前にプロ

グラムが配布され必要な時には画面上に当該資

料が表示される為、それを見ながら説明を聞く

と言う形で比較的スムーズでした。しかし、2時

間もの間、狭い画面に釘付けとなり目と耳を集

中しなければならず・・・大変疲れました。 

ただ、この Zoomは、滅多にお目にかかれない

方々とも直接話せるなど大きな利点が有る事も

事実です。 

全体会議が終わって次期部長の長谷川さんと話

しあずさ部の皆さんの生の声を聞いた時、初め

て会議に参加している実感が湧きました。 

やはり、会話を通じてこそお互いの理解が図れ

る事を実感した会議でもありました。 

 

 

 

 

八王子ワイズメンズクラブ ZOOM例会 

原 

原 淑子 

3 月 13 日（土）に、八王子クラブ ZOOM に原二人

で参加しました。この日は、石巻広域クラブの清

水弘一さんによる卓話「東日本大震災から 10年」

を伺いました。 

この１０年間の復興の軌跡や未だまだ終わって

ない被災地の復興。そして被災地は新たに１０年

間の復興に向かってスタートしたとの事です。 

年月が過ぎると記憶も薄らいで来ます。映像を見

ながら支援活動の重要性を再確認させて頂きま

した。この日は、ゲスト、ビジター合わせて 14人

でした。淡路島の奈良さん、神戸の大野さん等々、

普段中々お会い出来ない皆さんとも ZOOM を通し

てお目に掛かれる事が出来ました。貴重な時間で

した。 

 

 

3 月第 2例会                 

 

日時；2021年 3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、後藤 2、原 2、武藤＋まきちゃ

ん。ズーム；三浦、須藤。 

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交流の確認〉 

初日午後 4時にホテル迎；京都洛中の竹内：夕

食は平安神宮のレストラン（京都 11、富士五湖

7）庭園見学（花見）、夕食会。各自 1分間スピ

ーチ、リラックスした宴会にしたい。 

翌日鴨川沿いの散策とくに荘出の昼食会。洛中

ホストはここまでの予定。 

〈第 10回フライングディスク大会〉 

3/9案内状発送（三浦） 

⇒ハーバル工房、ありんこ、パルパル、たけの

こ、けやき園、スイートベリー 

10:00受付開始（アキュラシーのみ） 

健康科学大へボランティア要請 FAX 済。4 月に

入ってから連絡する。 

御園生部長の公式訪問となっている；東京サン

ライズの山中湖ワーク日は 4/17（土）。 

施設ごとに投球する。万歳はしない。表彰は最

後にする。 

施設ごと 6～7 人チームで投球⇒組合わせ表に

記入⇒ボード表示⇒集計作業（三浦友人 3） 

50 人前後になると思う、審判団より 10 名参加

するとの事。 

弁当用意；審判団、ワイズ協力者、ボランティ



ア、看護師。 

記録係は富士五湖ワイズ。第 2例会で講習をす

る。 

参加賞；お菓子（スイートベリーのクッキー＠

100）。参加費；200円/名。 

ベスト利用；50枚印刷済み（原）、 

原；15セットメダル、ポーチ作成。 

カード作成；三浦名簿⇒茅野データ化⇒三浦印

刷 

集計している間に審判団にパフォーマンスし

てもらう。 

表彰式はチームごとに全員表彰して記録証、 

お菓子、10周年記念品のポーチを渡す 

当日の集合は、富士五湖 9:00、ボランティア

9:30、開始 10:00。 

これからの予定 

4/9 第 1例会 ふれあいセンター、 

4/23第 2例会 望月宅 

5/7 第 1例会は ZOOM例会 

5/28 第 2例会 ふれあいセンター 

定刻となり、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。 

 

 

 

 

 

京都 DBC お花見交流会 

 

第 1日目 

acco 

2021 年 3 月 27 日、車 2 台に分乗して富士五湖

を出発。新富士より新幹線にていざ京都へ…。 

参加者は望月 2、原 2、三浦、後藤 2の 7名 

 

11 時半過ぎには京都駅に到着。昼食を済ませ、

地下鉄に乗りホテルへ。京都洛中クラブとの約

束の時間までホテル周辺の散策に行くことに

なりました。近所の 2か所の神社に立ち寄りて

3 軒目は「菅大臣神社」へ。菅大臣神社は知る

人ぞ知る菅原道真公の紅白梅殿というお邸や

菅家廊下と称する学問所の跡で、道真公誕生の

地と伝えられ境内には産湯の井戸がありまし

た。 

 

16時、待ち合わせでホテルに京都洛中クラブの

山内会長、竹内メン、大本メンの 3名が迎えに

来てくださり平安神宮へ。皆で平安神宮庭園の

散策をしました。 

 

 

 

17時半、平安神宮会館にて DBC合同例会の開会 

密にならないように 3人または 4人ごとの席に

アクリル板のついたてが置かれ工夫されてい

ました。竹内メンの司会で両会長のあいさつか

ら始まり、途中、東京の展示会終わりから駆け



付けた大野メンに司会がバトンタッチ。それぞ

れのメンバーの紹介、1 分間スピーチを行いま

した。座席も両クラブがミックスになるように

席分けしてあり、それぞれの席では久しぶりの

再会に話が弾んでいました。美味しい料理にお

酒に 2時間というあっという間の楽しいひと時

を過ごすことができました。京都洛中クラブの

皆さま、色々とお世話になりありがとうござい

ました。また明日もよろしくお願いします。 

 

第 2日目 

                                 原 俊彦 

2日目は、朝 10時に洛中クラブのメンバーと

ホテルで落ち合い、賀茂川の河原を散策しな

がらゆったり満開の桜見物をする・・・とい

う予定でしたが、「一日中雨」との予報が出

たため、急遽集合時間が 11:00と一時間遅く

なりました。 

遠路はるばる京都に来たからには、いっとき

の時間も無駄にしたくない我がクラブメンバ

ーは、このすきま時間もフルに利用すべくネ

ットで検索した結果、近くに佛光寺がある事

を発見、朝食を済ませた後、即行動に移した

のです。ホテルから歩いて５分、大きく古い

お寺で、皇室とも縁が深そうで、歴代の天皇

もここを訪れて植樹された、枝垂れ桜が植え

られていました。 

境内で満開の桜を愛でたあと急ぎホテルに戻

り身支度を済ませてフロントに降りると、丁

度、山内会長、竹内ワイズ、メネット、大本

ワイズがホテルに迎えに来られたところでし

た。 

市営地下鉄で今出川駅にて下車、街中を少し

歩いて賀茂川の河原に着きました。曇り空で

したが、幸い雨は降らずゆっくりと満開の桜

を楽しむ事が出来ました。空気も爽やか絶好

の桜日和なのに何故か人影は疎ら、コロナと

雨予報のお陰で絶好のお花見例会となりまし

た。 

一時間ほど河原を散策した後、川沿いにある

「京都くに荘」の賀茂川が一望に見渡せる広

い部屋で、心ゆくまで美味しい昼食をいただ

きました。このレストランも例年通りのお花

見シーズンであれば、とても予約など出来な

い場所との事・・・皆さんのお陰で格調高い

昼食例会となりました。 

 

食事が終わって大野ワイズに新町まで送って

頂き、川沿いの桜を眺めながら京都らしい古

い街並みを散策しました。八坂神社に抜ける

途中、何時も立ち寄る鍵善の葛切りを食べて

一休み、見慣れた店内に何故かホッとするひ

と時でした。 

 

八坂神社の参道を回って有名な垂れ桜を見て

いる辺りから雨が降り出し知恩院の山門に登



った所で本日の打ち止め・・・タクシーでホ

テルに戻りました。 

夕食はネットで見つけた海鮮料理の居酒屋

で、住所を頼りに目的地に着いたのです

が・・・何故か閉まっていて入れず。そこに

辿り着くまでベテランの案内役が道を間違え

た為、遠回りし皆さん疲れ切った後だったの

で、結局その階上にある「鳥貴族」で妥協す

る事となる。 

酒の魚は何であれ、アルコールさえあれば満

足の我がメンバーは、制限時間一杯まで京都

での最後の夜を大いに楽しみました。 

 

 

第 3日目 

望月 勉 

３月２９日、京都旅行３日目。天気は晴れ、

気温も２０度の予想、上着は置いていくこと

にしました。地下鉄から京福電鉄嵐山線で、

嵐山駅で下車。天竜寺の前を通り過ぎ、嵯峨

野の竹林の散歩道をゆっくり歩き、野宮神社

を一番目に参拝。天皇の代理で伊勢神宮へ赴

く未婚の皇女が、１年間心身を浄める潔斎を

行った所、この辺までは多少の観光客もいま

したが、次に見学した常寂光寺からはほとん

ど人もいない、京都とは思えない静かな、で

も桜は満開の京都見物です。 

 

二尊院の国重文の阿弥陀如来と釈迦如来を見

て食堂で昼食。味も値段も大変良かったので

すが、いかんせん注文の品が出てくるまで４

５分、すっかりビールでほろ酔い気分。食堂

を出て最後に祇王寺を見学終了した時には、

京都発の新幹線がギリギリの時間。タクシー

２台に分乗し、ホテルから荷物を受け取り。

京都駅、道路も空いていた事もあり、４０分

の余裕でお土産も買い、新幹線に無事乗るこ

とが出来ました。楽しく、そして思い出深い

２泊３日の京都旅行でした。 

 

 

「あれや これや」 

＜老いの価値＞ 

須藤 繁 

自分が老いてきて、記憶力が乏しくなったり、僅

かな登り坂でも息が苦しくなったりすると、老い

て生きる価値は何だろうと考えたりする。ある本

では、人間が老いて死ぬのは、人間を形作る遺伝

子集団が、自己拡散の時期を過ぎて、自死に向か

うからだと、極めて無機質な説明している。では、

すぐ死を迎えずに老いの期間が長いのは何故か、

という問いには、恐らく自己拡散のための知恵を

老いの時期に蓄えて、それを次世代の遺伝子集団

に伝えるためだろうと言う。それも一理あると思

っていたら、ある本に、老いの価値は人間の弱さ

を知ることと書かれていた。そう、弱さを知るこ

とが慎重な行動につながり、その弱さを支え合う

気持ちを生み、互いに助け合って生き延びること

に繋がる。結局は遺伝子の拡散に役立つことにな

る。そんなことを考えると、遺伝子集団論も捨て

たものでもないと思うようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

≪山梨 YMCAだより≫  

＜山梨 YMCA75周年そして献堂のとき＞ 

   山梨 YMCA 総主事 露木淳司 

5 月 1 日は山梨 YMCA の誕生日です。第二次世界大戦終了直後の 1946 年の設立以来、幾多の歴史の波

にもまれながら 75年。その間、4度の新会館開設の機会に恵まれました。様々なプログラムが栄枯盛衰

を繰り返しつつ、今日の姿に至っています。特に昭和の時代は英語学校を軸に、野外活動、音楽教室、

体育教室、つぼみぐる～ぷなど、児童青少年を対象とする事業が YMCAを支えていました。西暦 2010年

を超える頃から、事業構造は大きく様変わりを始めます。学童保育の定着拡大、高齢者福祉事業着手、

公益財団法人認定、そして児童発達支援事業の台頭。2020年新会館オープン時には保育園がスタートし

ています。この間、常に YMCAを支え導いてくださったのが皆様のワイズメンズクラブです。バザー、チ

ャリティーランはもちろんのこと、日常的な事業運営においても様々なご支援をいただき、特に会館建

設に際しましては、YMCA スタッフだけではどうすることもできない専門的なご指導を賜り、あらゆる

面において献身的にご奉仕いただきました。 

この歴史の節目にあって、改めて先人たちの偉業を振り返り、ここまで YMCA の歩みを支え導いてく

ださった方々に感謝の気持ちを伝えるために、創立 75 周年記念式典を開催します。またコロナ禍で中

止していた献堂式も遅ればせながら合わせて実施とさせていただきます。早速、準備委員会が立ち上が

り内容を詰めていますが、日程については当初、創立記念日の 5月 1日を予定しておりましたが、少し

でも感染力が低下することを願いつつ、この日は例年通り早天祈祷会のみ実施とし、式典はその一か月

後の 6月 5日に開催することが決まりました。密を避けるためにリモートでも参加できるよう配慮して

の開催となりますので多くの皆様にご参加いただけるよう願っております。尚、今年のチャリティーラ

ンは 11月 27日（土）を予定しています。今からご予定に加えていただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

 

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 

 5 月 7 日(金)  5 月第 1 例会 zoom 例会 

 5 月 8 日(土)  第 3 回あずさ部会 zoom 

 5 月 28 日(金) 5 月第 2 例会 ふれあいセンター 

 6 月 11 日(金) 6 月第 1 例会 ふれあいセンター 

 6 月 12 日(土) 第 24 回東日本区大会 リアル＆zoom 



 


