
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４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 ５月ブリテン 第１９９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！！』 

  

５月 第１例会  

 

2021 年５月７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 

5 月3 日 須藤繁・道子夫妻 

おめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者フライングデｲスク大会当日 

ハロ(日暈)とひこうき雲 



4 月第 1例会 

 

日時；2021年 4月 9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、武藤＋まきちゃん 

ズーム；三浦、須藤、原 2。菰渕（東京サンライ

ズ） 

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交流の感想〉

後藤 2，原 2，望月 2，三浦。 

感染の少ない時に行ってこられて楽しい時間

を過ごすことができてよかった。 

洛中も 11名参加して頂き、お土産交換もあり、

盛り上がった例会ができて良かった。 

2 日目の鴨川沿いの桜散策で雨があまり降らな

くて良かった。 

満開の桜を見ることができて良かった。大野さ

んの案内で、芸子の多い通りの新町の桜から八

坂神社方面散策ができ、3 日目は嵐山竹林から

3つの古寺の満開の桜を見れて良かった。 

有意義で楽しく、銘酒を飲む日々で酔いすぎて

記憶が薄いですが、ご機嫌な毎日でした。 

〈菰渕〉昨日サンライズの第 2例会。山中湖ワ

ークキャンプ 4/17（土）13:00から 9名。 

 山中湖センター開設 90 周年、バンガロー前

の簡単な修繕をする。 

富士五湖からは、後藤 2が茅野パパお別れ会

のあと合同例会に参加する。 

〈原〉茅野パパお別れの会には電車で直接参加

する、終了後帰京する。 

〈第 10回フライングディスク大会〉 

⇒一般 1、ヨハネ 3、ハーバル工房 3、ありんこ

12、たけのこ 10、けやきハウス 5、けやき 18、

スイートベリー11、パルパル未定。現状 63＋？ 

10:00受付開始（アキュラシーのみ）。審判団 14、

三浦友人ボランティア 3 

健康科学大へボランティア要請 FAX済み。 

甲府、甲府 21 は 4/17 に確認する。 

ワイズメンは、御園生部長、小山久恵書記（部

長公式訪問）、山口直樹メン。 

施設ごとに投球する。万歳はしない。表彰は最

後にする。 

消毒する、マスクする。コロナ対策のお願い文

は出した（三浦） 

ワイズは、記録係 5、ディスク消毒 5。メディア

対応；望月勉、記録；Acco 

消毒器；後藤 2、武藤 3、望月 3（消毒液も）、

三浦空き容器。 

買い物；望月喜代子：お茶 24×5＝120本、フェ

イスシールド 10、ハンドペーパー10、マスク 1

箱、サインペン、タックシール。 

施設ごとの席を離す、表示板で離して設置する。 

お茶は受付時にまとめて渡す、記念品・メダル・

お菓子は表彰時に渡す。 

名札；施設に渡して、タックシールに記入、張

ってもらう。 

フェイスシールド；ディスク渡しの人がつける。 

富士五湖ワイズ賞；作成⇒原、10投入った1名。 

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） 

弁当用意；審判団、ワイズ協力者、ボランティ

ア、看護師 

ボランティア保険加入（三浦） 

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）、4 月例会で

領収書集める（恩賜林向け） 

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賞、メ

ダル、菓子、ポーチを渡す。 

式次第は作成する⇒開会式で会長挨拶、恩賜林

組合長挨拶、メダル紹介、審判から運営方針・

ディスク体操、実行委員長からコロナ対策。閉

会式で表彰、あずさ部長の感想 

メディアは、富士五湖 CATV、山梨日々新聞。 



5/7 は ZOOM 例会、5/28 ハイブリット例会 

当日の集合は、富士五湖 9:00、ボランティア

9:30、開始 10:00 

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。 

 

茅野さんのお別れ会＆偲ぶ会 

acco 

2021年 4月 17日に、1月 28日にお亡くなりに

なった甲府 21 クラブの茅野さんのお別れ会＆

偲ぶ会に行ってきました。茅野さんは我が富士

五湖クラブの茅野信雄メンのお父様であり、私

たちは「茅野パパ」の愛称でお付き合いさせて

いただいておりました。 

 

 

茅野パパは富士五湖クラブの行事にも積極的

に参加してくださり、富士山例会は 15 回まで

はほぼ毎年参加。障がい者フライングデｲスク

大会では表彰＆バンザイ隊としてお手伝いい

ただきました。富士山例会やフライングデｲス

ク大会に甲府 21 クラブのメンバーをお誘いく

ださったのも茅野パパでした。また、1 泊 2 日

の伊東移動例会にも 2016、2017 年と 2 年連続

して参加くださり一緒に城ケ崎海岸の散策を

して吊り橋を渡り… 

またある時はシャボテン公園でカピパラやゴ

リラ、インコなど動物たちとふれあい… 

昨日のことのように思い出されました。 

参加者：後藤 2、原 2、三浦 

 

山中湖ワーク合同例会 

後藤明久 

日時；2021 年 4 月 17 日（土）18 時から 

場 所 ； 東 京 Y M C A 山 中 湖 セ ン タ ー 

参加者；立田会長、小山 2、御園生、飯野、 

菰渕、大谷、長津、泉 

富士五湖；後藤 2 

 

午後からの大雨でワークは中止、翌日にするこ

とになりました。今年度はバンガロー前のペン

キ塗りとの事でした。後藤 2 は、山梨 YMCA で

の茅野パパのお別れ会に参加して例会時間に

間に合うように山中湖センターに到着しまし

た。 

 

サンライズ 9 名、富士五湖 2 名で例会というこ

とになり、立田会長の開会点鐘で始まり、皆の

近況報告をして、夕食会になりました。コロナ

禍での食事ということで、いつものパーティー



形式でなく、個々のワンプレートものでした。

小山さん、長津さんの恒例の暖炉のマキを燃や

しながらの懇談をしました。お酒類はいつもの

ように出て、立田さんからのイチゴ、オレンジ、

パン、ワイン、紹興酒老酒 8 年物の差し入れが

あり、おいしくいただきました。 

2 階でそばを食べようと誘われ、泉さん差し入

れの手打ちそばを堪能しました。ワイズ談議を

しながら、懇親を深めてきました。来週のフラ

イングディスク大会には、御園生部長と小山久

恵書記が富士パインズパークに来るのでよろ

しくとの事でした。お疲れ様でした。 

 

4 月第 2例会 

 
日時：2021年 4月 23日 19時 30分～ 

場所：望月邸 

参加者：後藤 2、望月 2、原 2、三浦、武藤＋ま

きちゃん 

フライングデｲスク大会の前日の最終打ち合わ

せ＆記録の練習を兼ねて第 2例会を行いました。 

「明日の大会が成功するようにみんなで頑張

りましょう！」acco会長のあいさつのあと 

早速、メンバーは選手のチーム分けのまとめ作

業に、acco会長は「Week4Waste」の横断幕作成

に取り掛かりました。次に、明日のプログラム

を順次シュミレーションしていきました。 

 

 

デイスク拾いは審判の方にお願いしてその分、

記録係はワイズに。コロナ禍のため一人が 10枚

投げるごとに 10 枚のデイスクを拭くデイスク

拭き係や密にならないように選手を呼びに行

く誘導係は他クラブのワイズメンに担当して

もらいます。一通りのシュミレーションが終わ

った時には 9時半をまわり、ようやく記録の練

習です。大会を始めたばかりの頃には記録係と

してやったことを思い出しながら再度勉強で

す。当日は審判に目と耳と傾けての集中力が必

須です。望月邸を後にする頃には 11 時になろ

うとしていました。お疲れさまでした。 

 

 

 

第 10 回 

 障がい者フライングデｲスク大会 

 
2021年 4月 24日に「第 10回障がい者フライン

グデｲスク大会」が富士パインズパーク芝生広

場において開催しました。当日は天気に恵まれ

てコロナ禍でありますが審判団、御園生あずさ

部長、小山書記、甲府クラブ、甲府 21クラブの

ワイズメン、一般ボランテイアの皆さまの協力

のもと 2 年ぶりに開催することができました。 

総勢 150名の参加でした。 

また、「Week4Waste」の清掃活動を行いました。 

参加者：後藤 2、望月 2、原 2、須藤、三浦 

小池、武藤、審判団 

御園生あずさ部長、小山あずさ部書記 

標、ピーター（甲府クラブ）福田(担当主事) 

輿水、佐藤、野々垣、小俣、小澤、小俣 

一般：三浦友人 4名 

 
 

 

 

今までとは違う形の開催に、持ち物の再度

の確認。あれやこれやと意見が出されてな

かなか前に進みません… 

今回はコロナ禍ということで健康科学大学

生からボランテイアの応募がなかったので 



 

 

「あれやこれや」 ＜変化＞  

武藤五子 

日々を過ごしていると色々な事が変っていきます。流行まっただなかの新型コロナウィルスの為

に今まで当たり前にできた事がいくつもできなくなってしまっています。 

娘が毎年楽しみにしていたディズニーランドも夏の流れるプールも今年も無理だろう、また毎日

散歩に行っていた自宅の周りの道も木が伐採され土手が石積されてしまって毎年夏になると蛍が

飛ぶのを楽しみにしていた水路にも今年はもう蛍を見る事はできないと思います。 

でもマイナスな事ばかりではなく変わった後を楽しむのもいいと思います。週末は自宅の近くを

散歩すると今まで気づかなかった春の花や山菜が目を楽しませてくれ、家の近くて山菜のこごみ

や蕗を摘みました。若いころは山菜を食べたいと思わなかったのに不思議なものです。 

今はコロナが終息したら何処に行こうか、何をしようか?楽しみにしたいと思います。 

 

 

５月２６日 スーパームーン＆部分月食＆富士山   by acco 
            21 時前に雲間からようやく姿を見せたお月さま 

         皆既月食の時間は雲の中でしたね 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者フライングデｲスク大会を終えて 

 

大会実行委員長 三浦洋美 

 

今回は第 10 回記念大会でした。本来なら昨年に

実施する予定でしたが、コロナ感染拡大の影響で

中止となってしまいました。 

今大会もコロナ感染対策が重要な課題となり、今

までとは違った形での開催になりました。 

体温測定、手指消毒、マスク着用、必要に応じて

の手袋・フェイスシールドソーシャルディスタン

スと感染対策に神経を使いました。 

大きな問題もなく無事大会を終えられたことは

ワイズスタッフ・ボランティア・障害者フライン

グディスク協会の皆様施設関係者の皆様のご協

力があってのことです。感謝申し上げます。 

 

 

  

 

部分食の巻 



 

≪山梨 YMCAだより≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日盛りだくさんの内容で子どもたちを楽しませていますが、去年から来ているメンバーの発音は

見事なもので、早くもバイリンガルの道を歩み始めている感じです。このことが口コミで広がった

のか、梨大附属小の子を中心にメンバーが急増し、昨年 4名だったところが 15名になっています。

このおかげで、新会館の教室が狭い、といううれしい悲鳴が上がり始めました。そこで急遽、南側

にある元ガソリンスタンドのオーナーの家が空き家になっていることに目をつけて、交渉した結果、

この春からお借りすることが決定、内装工事が始まり、かわいい看板も取り付けられ、本格稼働の

準備が整いました。小さな部屋や和室もあるので、書道や英語の習い事などにも使えそうです。ま

た、同じ敷地の東側にもう一軒小さな家があったので、これは児童発達支援のぽかぽか教室が使う

ことになりました。新たな拠点となるこの施設は「にじの家」と命名されました。その由来は聖書

の創世記にあるノアの箱舟のお話です。洪水の後、箱舟が陸に上がってノアの家族と動物たちが下

りたとき、神様は彼らに地球の管理を託します。その契約のしるしとして虹をかけたのです。 

虹は七色でできています。同じように子どもたちも一人ひとり自分の色を持っています。その中の

どの色がなくなっても、虹は成立しません。この家は一人ひとりの個性あふれる子どもたちみんな

にとっての居場所であり、どの一人もかけがえのない存在なんだ、という思いを込めました。庭に

野菜を植える計画も進んでいます。ワイズの皆様、是非一度覗きに来てください。 

 

 

 

 

 

  

 

＜新拠点「にじの家」オープン！＞ 

山梨 YMCA 総主事 露木 淳司 

新会館ができて早くも一周年になります。コロナ禍に

もめげず、学童保育事業が順調に数を伸ばしています。

特にこの春、キッズパラダイスがブレイク！インター

ナショナル・アフタースクールとして昨年開設したこ

のクラスの子どもたちは、アメリカ人のジャメール先

生を中心に英語漬けで放課後を過ごします。 

これからの予定 

5 月 8 日(土)第 3 回あずさ部会 18 時 30 分～ 

5 月 14 日(金)5 月第 1 例会   19 時 30 分～ zoom 例会 

5 月 28 日(金)5 月第 2 例会   19 時 30 分～ ふれあいセンター  

6 月 11 日(金)6 月第 1 例会   19 時 30 分～ふれあいセンター 

6 月 12 日(土)第 24 回東日本区大会  13 時 30 分～甲府常盤ホテル&Zoom 

6 月 25 日(金)定期総会     19 時 30 分～ふれあいセンター 


