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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 １０月ブリテン 第 204 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！！』 

 10 月第 1 例会  

 

2021 年 10 月 8 日(金)PM19 時 30 分 

Zoom にて開催 

開会あいさつ      原 俊彦会長          

議事 

ニコニコスピーチ 

 

閉会あいさつ      原 俊彦会長 

 

会長 原 俊彦 

副会長 望月 勉 

副会長 後藤明久 

書記 後藤昭子 

会計 望月喜代子 

会計 武藤五子 

直前会長 後藤昭子          

 

 

9 月のデータ 

会員数     11 名 

例会出席         9 名 

            

        出席率       82％ 

 

 

 

今月のハッピーバースデー  

 

10 月 2 日  三浦洋美さん 

10 月 10 日  須藤 繁さん 

10 月 23 日  望月喜代子さん      

 

おめでとうございます！ 

 

 

秋の日の夕暮れ時・・・ 



 
9 月第 1 例会報告  

 

2021年 9月 10日 19時 30分より Zoom 

参加者：原 2、望月 2、後藤 2、三浦、武藤、

須藤 

★原会長あいさつ 

≪議事≫ 

★第 25回あずさ部憩いの森部大会の案内 

日時：2021年 10月 16日（土）13：30～15：30  

プログラム 

第一部     

式典   13：30～14：00 

記念講演 14：00～14：40 

「Do  you 農？ タネと野菜のエトセトラ」 

並木 真 （東京八王子クラブ） 

第二部     

懇親会  14：40～15：30 

 

部会参加予定：原 2、望月 2、後藤 2 

 

★伊東 DBC移動例会について 

2021年 11月 27(土)～28(日)  

DHC赤沢温泉ホテル 

予約済部屋 

スタンダードツイン  3部屋 

スタンダード和洋室 10部屋 

原則、2人 1部屋で確保してます。 

 

参加費は富士五湖、京都洛中ともに 

1人当たり 26,000円で当日、集金する。 

 

当日は、京都洛中クラブは新幹線～電車利用

で伊東駅に到着。そこからレンタカー利用。 

富士五湖は 2台の自家用車に分乗し、伊東駅

で須藤メン、京都洛中クラブと合流。 

みんなで昼食後、1ヶ所を見学してホテルにチ

ェックイン。施設の中には色々な種類の温泉

などもあるので自由時間でゆっくりする。 

17時半から懇親会。 

2日目は須藤メンの知人にガイドをお願いして 

伊豆高原を巡る。昼食後に解散。 

 

 

★Change! 2022 推進委員会の栗本治郎委員長

より、ワイズナイトフォーラムの案内がきてい

ます。 

 

〉 

Change! 2022推進委員会では、ワイズ・ナイ

トフォーラムを Zoomで開催いたします。 

入会候補者や YMCAリーダー等にワイズメンズ

クラブの魅力を紹介するフォーラムです。 



多くの方が参加しやすい日曜日の夜８時から

の開催にいたしました。 

９月、１０月、１１月に毎月１回開催いたし

ますので、是非多くの方をお誘いください。 

３回開催いたしますが、何回でも参加できま

す。 

＊お時間がある方はぜひ参加して下さい！！ 

 

 

 

 

 

♪1 分間スピーチ 

 
武藤：変わらずで元気に過ごせている。 

 

須藤：埼玉の施設でもコロナ感染対策に努力し

ている。牧師就任式があったが黙食している。 

コーラスもできない現状だが年を取って今の

生活にもなじめている。 

 

三浦：12 日でマンボーが解除。気を引きしめて

いく。10 月 16 日の自閉症協会主催の講演会が

できるといいな。 

 

望月：山小屋でコロナ感染者が出て対応に追わ

れた。濃厚接触者は保健所で認定されると 2 週

間分の給与の 9 割がもらえる。 

 

喜代子：ファミレスをはじめ飲食店はみんな 20

時で終了。お酒も出ない日々 

 

原：ここ 2 週間、東京での生活だった。本に目

覚め読書三昧の日々。図書館通いをしている。 

 

淑子：毎日、消毒液を持参して感染対策を心掛

けている。 

 

後藤：トウモロコシの出荷も 9 月 4 日で終わっ

てやれやれ。今年の夏は台風の後の温帯低気圧

の影響で強風が吹き、トウモロコシが倒れてし

まい作業が大変だった。 

 

Acco：出荷作業終わってホッとしています。 

やっと通常の時間になります。 

 

 

ふれあいセンターは今月は 20 時までなので 

次回第 2 例会も zoom で開催する。 

 

9 月第 2 例会報告 

 
2021 年 9 月 24 日 19 時半～zoom 開催 

参加者：原 2、望月 2、後藤 2、三浦、武藤 

須藤、福田 

 

原会長のあいさつで開会 

もうすぐ宣言が解除になるので 10 月-11 月は

会食できそう。例会もできそうでよかったです。 

12 月に 6 波予報ですがコロナに負けず感染対

策を徹底して頑張りましょう！ 

 

 

 
 

今回は山梨 YMCA の福田担当主事が参加され 

山梨 YMCA のバザーとチャリテイーランにつ

いてのお話がありました。 

山梨 YMCA バザーは 11月 3 日に昨年と同様の

形式で行うことになり、富士五湖クラブにも出

店協力の依頼がありました。 

富士五湖クラブとしては、おもちゃ屋さんの

「たからつり」須藤メンのみぎわの木工細工。 

スイートベリー勝山のマスクストラップ＆喜

代子メンの手作りマスク。スイートベリー勝山

のお菓子「チャンク」の販売に決定。 

バザーの献品については 10月 18日までに望月

宅に届ける→20 日に三浦メンが甲府に行くの



で山梨Ｙに届ける。 

11 月 27 日に開催予定の山梨 YMCA チャリテ

イランは一般のランナーは走らず、ワイズメン

と子供たちで規模を縮小して行う。 

協賛金は今年も集める。詳しくは 9 月 29 日の

実行委員会でわかり次第、福田主事が連絡をく

れることになった。富士五湖は当日が移動例会

と重なっているため欠席。 

例年はシャッフルくじがあり景品を協賛して

いたが、今年はシャッフルがないとのことで協

賛などについては実行委員会の結果次第で決

める。 

須藤メンより 11 月の移動例会について 

見学コースは前回話したコースで計画を進め

ている。 

三浦メンより、22 日に稲刈りが終わった。 

「今までで一番いい出来！」と主人が言ってる。 

望月メンより、うちは来週あたりかな？台風が

くる前に刈る予定。 

 

来月もふれあいセンターが使用できるのは 20

時までなので zoom で開催することを確認して 

原会長のあいずで閉会。お疲れさまでした！ 

 

 

 

 

 

「あれや これや」 

 

茅野信雄 

最近、自動車の工場が数日間操業停止するとの報道が見られます。原因は半導体部品の不足と言

われています。 

最近の車は全てが電動です。エンジンはモータがサポートし、アクセル、ブレーキはもちろん、

ドアロックまでコンピュータがコントロールしています。つまり、半導体部品がないと車に乗る

事さえ出来ないのです。 

さて、突然ですがキューバの街を走る車を見た事はありますか？ ほとんどがクラッシックカー

です。壊れた部品を手作りしながら修理して使い続けているのでしょう。なかなか格好いい車も

ありますよね。でも、これは半導体部品などを使っていない車だから出来る事です。昔の機械部

品は町工場でも手作りできますが、半導体部品は絶対に無理です。 

今の時代の車は、時間が経ってもクラッシックカーには成れない運命です。 

 

原 俊彦 

世の中が「コロナ」と言う得体の知れない疫病で騒ぎ出したのが去年の 1月、その間、毎日発表

される感染者数に一喜一憂しながら過ごして来たら、あっと言う間に月日が過ぎた感じです。こ

の 2年間生活様式はガラリと変わりました。先ず新年を迎えると手帳を購入し一年間の行事を書

き込みます。言わば年の初めに決まって行うルーティーン作業です。 

例会、イベント、評議会、部会、区大会などのワイズ関係に始まり、春・秋 2回の同期の旅行、

海外旅行のスケジュール、孫の誕生会・・・など、何時もあっと言う間に白いページが埋まって

いきます。しかし、今年は例年と違い殆ど空白のまま先の見えないスタートとなりました。で

も、不思議なことに少しずつ「コロナによる巣篭もり生活も悪くないなー。」・・・と思う様に

なりました。何故ならこれまで「外」に向かっていたエネルギーの全てが日を追う毎に「内」に

向かって確実に動き出したからです。 

机の引き出しにあった中学時代からの膨大な日記を取り出しページをめくっては遠い記憶を蘇ら

せてみたり、これまで読んだ事のない作家の本を纏めて 4〜-5冊読破したり、圧力鍋を使って新

しい料理にチャレンジしたり・・・。これまでの様にスケジュールに追われ過ごしていたら、と



ても体験出来なかった新しい生活様式を発見する事が出来たからです。図らずもこうした新しい

生き方が出来たのも、全てコロナのお陰かも・・・？ 

 

 

 

≪山梨 YMCA だより≫ 

 

今年は両方やります。バザーとチャリラン 

山梨 YMCA総主事 露木淳司 

10 月に入って、新型コロナ感染第５波がようやく収束しそうな雰囲気の中、YMCA ではバザーとチャ

リティーランに備え、合同実行委員会が開催されました。まだまだ不安は拭い去れない状況ではありま

すが、バザーもチャリティーランも支援者や要支援者への期待に応えるためには何としても実施すべき、

という声を受け、万全の対策を講じながらリアル開催する方向で決定しました。 

バザーは例年通り 11 月 3 日（水、文化の日）に行います。昨年同様、飲食はなし。YMCA 新会館の駐

車場とグラウンドにテントを並べて、すべて屋外で実施します。まずはびっくり市への献品集めと、出

店者の募集に励むことから始めます。 

そして、昨年中止したチャリティーランについては、11月 27日（土）、小瀬スポーツ公園で実施しま

す。しかし、いつものように協賛企業の社員の皆さんによる自走チームや、一般の大学生などによる代

走チームに走ってもらうリレー方式ではありません。協賛団体は募集しますが、ランナーはすべて YMCA

の関係者、つまり、年間を通じて YMCAに通っている子どもたちやワイズメンの皆さん限定で、チームを

編成します。リレーは大人、子ども同時にスタート、別コースで子どもは走って大人は歩く、という複

合スタイルになります。 

まだまだ詰めの作業中ですが、ワイズメンの皆さんにはぜひ両イベント共に全員参加で臨んで欲しい

と思っています。よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

これからの予定 

10 月 8 日(金) 10 月第 1 例会 19 時 30 分～ZOOM 開催 

10 月 16 日(土) あずさ部部大会 13 時～ZOOM 開催 

10 月 22 日(金) 10 月第 2 例会 19 時 30 分～ZOOM 開催 

11 月 3 日(水) 山梨 YMCA バザー 

11 月 12 日(金) 11 月第 1 例会 

11 月 27 日－28 日 DBC 伊東移動例会 DHC 赤沢温泉ホテル 


