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                         会長 原 俊彦 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 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 ７月ブリテン 第 201 号 

国際会長：キムサンチェ(韓国) 

「世界と共にワイズメン」 

アジア太平洋地域会長：大野 勉(神戸ポート) 

「100 年を超えて変革しよう」 

東日本区理事：大久保知宏 

「私たちは次世代のために何ができるか？」 

あずさ部長：長谷川あや子 

「道を拓く～愛と協力によって」 

 

富士五湖クラブ会長：原 俊彦 

  『何があっても元気で楽しく！！』 

 ７月 キックオフ例会  

 

2021 年 7 月 2 日(金)PM19 時 30 分～ 

於：ふれあいセンター 

 

開会点鐘        後藤昭子直前会長          

ワイズソング＆ワイズの信条 

会長バッジ引継ぎ 

新会長あいさつ     原 俊彦会長 

議事 

ニコニコスピーチ 

 

閉会点鐘        原 俊彦会長 

 

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          

 

 

≪会長主題≫ 

 

何があっても・・・ 

元気で楽しく!! 

 

昨年１月、コロナが蔓延し始めたと思った

ら何でも有りの世の中が一変し、全てに規

制の掛かった不自由極まり無い日常生活が

突然やって来ました。もちろん、ワイズ活

動も御多分に洩れず、いずれのクラブも毎

年の恒例行事は悉く中止、変更を余儀なく

されクラブの存在意義さえ問われた 1 年で

も有りました。 

一方、昨年 7 月からの１年間、改めて富士

五湖クラブの活動を振り返って見ると蜜が

避けられない富士山例会こそ中止になった

ものの・・・「８月・納涼例会」「10月・伊

東での 1泊移動例会」「11月・山梨 YMCAバ

ザー出店」「3月・京都洛中クラブとの合同

例会（2泊 3日）」「4 月・障がい者フライン

グディスク大会」・・・と結果として毎年行

っている恒例行事は、一部を除き滞りなく

全てこなす事が出来ました。これは富士五

湖クラブならではの「纏まりの良さ」にあ

ると思っています。 

 

重点目標：毎年恒例となっている行事

の遂行：特に、昨年中止となった「9月・

富士山例会」「1 月・新年例会」は状況

を見ながらですが、今年度は、是非共実

現させたいと思っています。また、初め



毎年恒例となっている行事の遂行：特に、昨年

中止となった「9月・富士山例会」「1月・新年

例会」は状況を見ながらですが、今年度は、是

非共実現させたいと思っています。また、初め

ての試みとして、「11月・京都洛中クラブとの

DBC例会（伊東 1泊）」を実現したいと考えて

おり、現在両クラブで協議中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪新年度の抱負≫ 

 

★武藤五子 

新型コロナウィルス感染症で昨年度はなかなか

思いどおりにいかない事ばかりでしたが、ワク

チン接種が徐々に進み少し明るい気持ちになっ

てきました。今年度は、皆さんと伊東例会や新

年例会に楽しく参加させてもらえそうです。 

今年は何か新しい事にチャレンジしたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

★須藤 繁 

新年度で私が関われる行事は、当地での移動例

会と来年のフライングディスク大会と思います

が、11 月の YMCĄ のバザーも体力が許せば参加

したいと願っています。特に今年は移動例会に

京都洛中クラブが参加するということで、伊豆

の海を楽しみながらの懇親を深めていただけれ

ばと、今から計画を立て始めています。遠く離

れ、クラブの日常の活動にお役に立てないのは

申し訳ないと思っています。せめてもの奉仕と

して、皆様の歩む道が主なる神様に守られるよ

うにと祈り続けています。 

★三浦洋美 

昨年度は世界中がコロナウィルスに翻弄され多

くの人々の生活に影響が出ていました。 

しかし、未だに安心して暮らしていける状況に

はなっていません。 

そんな中にあってもワイズ活動を通して人と人

との繋がりを大切にして誰が笑顔になっている

と感じることができていることに感謝しながら

一年頑張っていきたいと思います。 

 

★茅野信雄 

コロナの為に会合に一切参加出来ないまま一年

以上が経ちました。ワクチン接種が終わり日常

が帰ってきたら例会に参加したいと思います。 

 

★望月喜代子 

前年度はコロナ禍で、いろいろな行事が中止に

なる中、富士五湖クラブは京都洛中クラブとの

お花見例会と、障がい者フライングディスク大

会が出来た事を貴重な経験として、今年度は富

士山例会も出来ればいいと思います。 

 

★原 俊彦 

これまで一年半、自由な行動もかなり制限され

て来ましたが、ワクチンも無事済ませた事もあ

り、残りの半年間は少し羽根を伸ばしたいな〜

〜って思っています。もちろん密を避け、シッ

カリ対策しながらですけどね！ 

 

★

★原 淑子 

昨年は、コロナ禍で殆どのクラブが活動を出来

ない状況でしたが、富士五湖クラブはその中に

有っても色々チャレンジをして、活動できた事

はすごいと思いました。今年度はワクチンが摂

取されますが、気を許さずに富士五湖魂で活動

して行きたいと思います。 

 

 

 

今月のハッピーバースデー  

 

７月１８日 後藤明久さん  

７月３０日 望月 勉さん 

おめでとうございます。 

 アニバーサリーはが該当がありません 

 

 

 

 



★望月 勉 

コロナに怯まず 

もう２年もコロナに振り回された生活が続い

ています。しかし、コロナワクチンが私達の

生活を元に戻してくれると期待されていま

す。ワイズのメンバーも、秋にはほとんどが

接種する予定です。そして、それが今まで出

来なかった活動を再開してくれると信じてい

ます。コロナに怯まない生活がすぐそこに来

ていると思います。 

 

★後藤明久 

今年度は 2年ぶりの富士山例会の開催予定。 

また 11月には京都洛中クラブとの DBC交流を

兼ねた伊東移動例会と楽しみです。 

コロナ対策は万全に！！ 

楽しいワイズライフを送りたいです。 

 

★acco 

万年、富士五湖クラブの事務局です… 

テレビにインターネットにといらない情報ま

でもが飛び込んでくる毎日。 

日々いろいろあるけれど、ものごとは前向き

に考えて活性酸素をためない生活を送ること

を心掛けようと思います。 

心身ともに健康第一！笑顔・笑顔で活きます。 

 

 

2021 年 6月第 1例会報告 

 

2021年 6月 11日(金)20時～ 

於：ふれあいセンター 

参加者：後藤 2、望月 2、原 2、武藤、マキち

ゃん、須藤、三浦(zoom) 

≪議事≫ 

＊6/12(土)13：00～第 24回東日本区大会がリ

アル＆オンラインで開催されます。 

Zoomにて参加できます。 ＵＲＬは別途案内 

＊6/12(土)10：00からの zoomでの代議員会に

は acco会長が参加予定 

 

＊6/25(金)定期総会になります。 

①各担当は原稿をよろしくお願いします。 

 活動報告＆次年度活動方針 

 会長報告：acco 次年度会長活動方針：原

（原稿ＯＫ） 

 CS：三浦 BF：小池 EMC：望月  

Ｙサ：茅野 ブリテン：淑子 ＤＢＣ：原  

★委員会担当は次年度も同じなので報告と方

針の両方をお願いします。 

 会計決算：武藤 会計予算；事務局 

②次年度行事予定について例年に沿って日付

を入れてみました。 

9/25-26 富士山例会 

 11月の伊東移動例会についての日程 

 11/20-21 or 11/27-28？ 

 

*7/17あずさ部評議会について 

 議決権者： 

会長；原、副会長；望月、書記；acco、会計；

喜代子、次期あずさ部長；後藤になります。 

リアル＆オンラインでの開催。出欠は 6/27

まで。欠席者は委任状提出。 

＊次年度ロースターについて 

会長あてに配信予定。それをメンバーに配布

する。(大久保さん確認済み) 

 西日本区については従来通り。（事務所に 1

部お願いした） 

＊次年度あずさ部長公式訪問は富士山例会を

予定。 

 

≪メンバーのひとこと≫ 

 

望月；7 合目トモエ館 6 月 1 日から改修工事

に入った。ツイン 80％になる。6月 28日から

は 8合目トモエ館の改修工事予定。 

 

三浦；新型コロナ感染拡大のため 6月 25日か

らの奄美旅行をキャンセルした。勤務してい

る施設でもマスクができない子が多く大変。 

 

武藤；山梨の施設でクラスターが出た。気を引

き締めて施設のコロナ対策を万全に。市町村



へ職員のワクチン接種の要望を行う予定。 

 

原；東京での生活が中心。仕事で出かけること

多い。2回ワクチン接種済み。 

 

後藤；百姓に忙しい日々を送っている。 

 

喜代子；7月 12日に第 1回のワクチン接種を

した。主人が山に行ったので片づけに諸々忙

しくしている。 

 

須藤；6月 4日に 1回目のワクチン接種した。 

11 月の移動例会で京都の方を連れていきたい

場所を考えていてほしい。 

 

Acco;私たち夫婦がこのなかではワクチン接

種が最後かな。感染対策をしっかりしましょ 

 

 

 

 

第 24 回東日本区大会 

 

acco 
6 月 12 日、第 24 回東日本区大会が、甲府 21 ク

ラブがホストの もとで甲府湯村温泉郷常盤ホ

テルにて開催されました。 ワイズの歴史でも初

めてのかたちの今年の大会は、リアル×オンラ

インのハイブリッドによる参加形式でした。 

 
開会宣言、輿水会長の歓迎の 挨拶、来賓の祝辞、

アジア太平洋地域会長デッビドさんは、 シンガ

ポールからリモートでの祝辞、甲府市長の祝辞

と続きました。 メモリアルアワーでは、 三島

クラブの鈴木忠雄さんは、鈴木さんが富士山部

部長の時に富士山部会に参加させていただき、 

富士五湖がホストの第 13 回東日本区大会をア

ピールさせていただき、二次会では美味しいウ

ナギをごちそうになったことが思い出されまし

た。 甲府クラブの大澤英二さんは富士五湖クラ

ブチャーターにかかわったメンバーの一人であ

り、私と主人がワイズに入ったきっかけの人。

また甲府２１クラブの茅野 崢さんは茅野メン

のお父さまでもあり色々となかよくさせていた

だきました。 

東日本区 アワーでは、 各部長報告、 事業主任

報告 と表彰が続きました。 

我が富士五湖クラブは「地域奉仕特別賞」を受

賞することができました。 

 
やったー！ 

壇上に上がって表彰してもらえないのは残念で

したがクラブメンバーでラインを通して喜びま

した。 

続いては新旧理事引継ぎ式、新役員の紹介でし

た。 板村哲也理事から大久保知宏新理事へ理事

バッジの装着、 感激の握手ならぬ肘合わせ、と

「私たちは次の世代のため に、何ができるか」

主題の新理事所信表明がありました。  

最後の板村理事の挨拶、この大変な一年を共に

支えて下さった奥様への感謝が込められていま

した。 

ご準備頂いた甲府 21 ホストクラブの皆さま、

役員関係者の皆さま、お疲れさまでした。 

ありがとうございました。 

来年はリアルに宇都宮で皆さまに会えること

を願いつつ・・・。 

 

 

 

 

 

 

 



6 月第 2例会 定期総会報告 

  
参加者：後藤 2、望月 2、原 2、武藤＋まきち

ゃん 

6 月 12 日に行われた第 24 回東日本区大会で

「地域奉仕特別賞」を受賞することができま

した。コロナ禍で一時は開催をするのかどう

か色々と意見も出されましたが、例年とは違

った形でしたが感染対策もしっかりして第 10

回フライングデｲスク大会を開催できたこと

は本当によかったです。と、acco 会長のあい

さつで始まり、定期総会に入りました。 

 

 
 

2021－2022 役員・委員会 構成 

会 長 原 俊彦  

副会長 望月 勉 後藤明久 

書 記 後藤昭子  

会 計 望月喜代子 武藤五子 

直前会長 後藤昭子  

担当主事 福田奈理子  

 

CS 三浦洋美 武藤五子 須藤 繁 

Ｙサ/ユース 茅野信雄 三浦洋美  

BF・TOF 小池亦彦   

EMC 望月 勉 小池亦彦  

DBC/IBC 原 俊彦   

ブリテン 原 淑子 後藤昭子  

広報 後藤昭子   

富士山例会 後藤明久 望月喜代子  

ファンド 三浦洋美 原 俊彦  

    

    

 

≪山梨 YMCAだより≫ 

一年遅れの献堂式、 

そして創立 75周年のお祝い 

山梨 YMCA 総主事 露木淳司 

一年遅れの新会館の献堂式が、6 月 26 日

(土) 山梨 YMCA 3階ホール「べテル」にて、

創立75周年記念式典と併せて挙行されました。

午前中は会員総会で、昨年一年の事業報告、会

計報告をご承認いただき、午後に式典となり

ました。 

 
第一部として献堂の礼拝、皆でアメージン

ググレースを讃美した後、インマヌエル甲府

教会の岡信男牧師から、ホールの名前の由来

となった創世記のべテル(神の家)のお話を聞

きました。その後、野々垣健五理事長から建設

経過の報告と関係者への感謝状贈呈。建設関

係では甲府ワイズの遠藤順彦様の㈱山市成工

を代表して遠藤恭範様、甲府 21ワイズから 3

名、㈱依田建設社長の依田友紀様、さとう建築

事務所の佐藤重良様、そして設計を担当され

た㈱エヌプラン代表の奈良田和也様が表彰さ

れました。また会場選定において貴重なアド

バイスをいただいた甲府ワイズで市議会議員

の金丸さぶろう様、さらに多額のご寄付を賜

りました NPO 法人山梨ホスピス協会名誉理事

長の横山宏様、以上 6名の皆様です。 

続いて第二部として 75 周年記念式典です。

県知事代理の成島春仁保健福祉部長、樋口雄

一甲府市長、田口努日本 YMCA同盟総主事の 3

名からご祝辞を頂戴しました。その後 75周年

を振り返る時として、まずは大澤祥子様に昨

年天に召された大澤英二様と共に過ごした

YMCA での 60 年についてメッセージをいただ

きました。続いてその後の事業展開の様子を

紹介するスライドショーをご覧いただきまし

た。また、4名の方が会員継続 25年の表彰を

受けましたが、そのうち 3 名は甲府ワイズか

らで、石原基平様、金丸さぶろう様、仙洞田安

宏様です。もう１名は 90才になられた上矢智



幸様でした。そしてメモリアルアワー、60 周

年以後に亡くなったワイズメン10名を含む関

係者 16名が順に紹介されました。一人ひとり

正面スクリーンに映し出される在りし日のお

姿に目を潤ませる方も多く見られました。 

会場参加者 60名に加えて、40名のリモート 

 

参加者に見守られての不慣れなハイブリッ方

式の試みで、ハラハラドキドキの展開でした。

もう少しで 6 千万になる募金を含めて、全て

の面において、神様と皆様に愛され、支えられ

ている山梨YMCAを感じられる和やかな時間と

なりました。皆様、今年一年は 75周年イヤー

として覚えていただければ幸いです。 

2021 年 7 月~2022 年 6 月 行事予定一覧 

月日 行事 場所 担当  

7 月  2 日(金) 

7 月 17 日(土) 

7 月 31 日(土) 

7 月キックオフ例会 

あずさ部第 1 回評議会 

納涼例会 

ふれあいセンター 

山手センター 

原別荘 

 

東京たんぽぽ 

10 半年報前期 

8 月 27 日(金) 8 月第 1 例会 ふれあいセンター  15 区費前期 

9 月 10 日(金) 

24 日(金) 

25・26(土-日) 

9 月第 1 例会 

9 月第 2 例会 

第 18 回富士山例会 

ふれあいセンター 

ふれあいセンター 

富士山 佐藤小屋 

  

10 月 8 日(金) 

  16 日(土) 

  22 日(金) 

10 月第 1 例会 

あずさ部部大会 

10 月第 2 例会 

ふれあいセンター 

高尾わくわくビレッジ 

ふれあいセンター 

 

東京八王子 

 

11 月 3 日(水) 

 12 日(金) 

27・28(土-日) 

山梨 YMCA バザー 

11 月第 1 例会 

DBC 伊東移動例会 

山梨 YMCA 

ふれあいセンター 

伊豆高原 

  

12 月 4 日(土) 山中湖クリスマス合同例会 東京 YMCA 山中湖   

1 月 8・9(土-日) 

28(金) 

1 月新年例会 

1 月第 2 例会 

 

ふれあいセンター 

 10 半年報後期 

2 月 11 日(金) 

12 日(土) 

25 日(金) 

2 月第 1 例会 

第 2 回あずさ部評議会 

2 月第 2 例会 

ふれあいセンター 

 

ふれあいセンター 

 

東京武蔵野多摩 

 

3 月 5・6(土-日) 

11 日(金) 

  25 日(金) 

次期会長、部役員研修会 

3 月第 1 例会 

3 月第 2 例会 

 

ふれあいセンター 

ふれあいセンター 

 15 区費後期 

 各種献金 

4 月 8 日(金) 

22 日(金) 

23 日(土) 

4 月第 1 例会 

4 月第 2 例会 

第 11 回フライングデｲスク 大会 

ふれあいセンター 

ふれあいセンター 

富士パインズパーク 

  

5 月 6 日(金) 

14 日(土) 

27 日(金) 

5 月第 1 例会 

第 3 回あずさ部評議会 

5 月第 2 例会 

ふれあいセンター 

 

ふれあいセンター 

 

長野 

 

6 月 4・5(土-日) 

  10 日(金) 

  24 日(金) 

第 25 回東日本区大会 

6 月第 1 例会 

6 月第 2 例会(定期総会) 

宇都宮 

ふれあいセンター 

ふれあいセンター 

  

 



「あれやこれや」 

                                                                       acco 

 2021年の 7月は… 

 まだまだコロナ禍であまり出掛けることできなかったけれど用事で甲府に行った帰り道 

 河口湖の八木崎公園に立ち寄りて紫陽花を楽しんで。我が家の紫陽花はなぜか今年は 

1輪しか咲かなかったので八木崎のたくさんの紫陽花に癒されたよ。 

毎日々富士山を追いかけて・・・たくさんパワーをもらって 

 きれいな笠雲のかかった富士山やピンク色に染まった夕焼け富士にも出会えたよ。 

 畑に種をまいて苗を植えて野菜を作ったよ。向日葵を見ていると元気になる www 

 二十日大根、ズッキーニ、ワサビ菜にサニーレタス。前半はキュウリもたくさん採れた。 

大好きなトマトも順調に成長・・・毎日、リコピン生活 

 大好きなニャンズと共に トウモロコシ大好きな Sun。 色々なことに興味津々の Happy 

 楽しいことをね・・・できるだけストレスをためないようにね～ ☆☆☆ 

 


