
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

                       

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 １1 月ブリテン 第 205 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！！』 

  

11 月第 1 例会は例年通り 11月 3日の 

 山梨 YMCAバザーに振り替え 

 

 

2021 年 11 月 27-28 日 

 京都洛中クラブとの DBC 伊東移動例会 

              於：DHC 赤沢温泉ホテル 

 

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          

 

 

10 月のデータ 

会員数     11 名 

例会出席         7 名 

            

        出席率       64％ 

 

 

 

今月のハッピーバースデー  

 

 １１月２４日 武藤五子メン 

  

おめでとうございます！ 

 

アニバーサリー該当はありません。 

 

 

おめでとうございます！ 

 

 

富士と紅葉とイルカ雲 



10 月第 1 例会報告 （zoom） 

 

2021年 10月 8日 19時 30分～20時 30分 

参加者：三浦、武藤、望月勉、喜代子、原俊彦、

福田、原淑子 

〈議事〉 

＊バザーについて 

 ・開催時間：10:30〜12:30 

 ・出店：みぎわの木工品（須藤さん）、おも

ちゃのつりぼり、チャンク（クッキー）50枚 

マスク、マスク・メガネストラップ（合計 15

本位）、グッズ類 

 ・参加者：須藤（他？人）、後藤 2、三浦さ

ん、望月(喜)、原 2 

（望月勉さんは自治会の行事の為欠席）  

献品は、10月 18日迄に望月さんの家に。10月

20 日に三浦さんが甲府へ行くので直接 YMCA

に届ける。 

福田さんより、バザー出店の場所は、昨年と同

じとのこと。 

10月 22日の第２例会にて、最終確認をする。 

 

＊伊豆合同例会について 

望月さんより、洛中クラブへのお土産とし 

富士山の写真をプリントした手提げはどう 

か？ 全員承認。原俊彦さんが作成する。図 

２種類の手提げを作る。 

洛中クラブ、富士五湖クラブ（全員）に記念 

して配布する。 

参加者：洛中クラブ 10人、富士五湖クラブ 9

人（10月 8日現在） 

洛中クラブより、富士五湖の車に 2人同乗 

願いしたいとの事。 

富士五湖の車は、須藤さん、三浦さん、望月さ 

の３台。 

坂井会長は、所用の為、翌日は昼頃帰られると

の事。駅まで送る。 

当日一人 26,000円全員から集める。酒代は、 

今回は富士五湖で持つ。 

当日は、望月宅を 8時に出発予定。 

 

*10月 16日（土）ズームでのあずさ部部会 

参加者：後藤 2、望月 2、原 2 

 

＊10月 22日第２例会は、ふれあいセンタ 

にて。19：30〜21：00 

  （ふれあいセンターが 21 時で閉まる為） 

最後に全員より一言近況報告を言って貰い 

閉会となりました。 

 

 

第 25 回 あずさ部 憩いの森 部大会 

 

第 25回あずさ部憩いの森部大会が、10月 16

日(土)１時 30分から Zoom形式で開かれまし

た。コロナの感染者数は日を追う毎に減り、5

回目の緊急事態宣言も 9月一杯で解除されたも

のの、気持ちの上ではまだ警戒を緩める状況で

はなくリモート形式での開催となりました。冒

頭、長谷川部長から「毎月のブリテンを通して

各クラブの活動を読ませて頂いていますが、コ

ロナで悉く恒例行事が中止を余儀なくされてい

るのが現状です。しかしこのような時期だから

こそお互い声を掛け合い、絆を深め前進しまし

ょう。」とのご挨拶がありました。久保田書記

から区役員、来賓の方々が紹介された後、東京

YMCA菅谷総主事、大久保東日本区理事お二人

の祝辞がありました。 

 

続いて東京八王子クラブの並木真ワイズの記念

講演「Do you 農？タネと野菜のエトセトラ」

があり、YMCAリーダーとしての農業経験と種

苗会社での知識を交えた大変貴重で専門的なお



話を頂きました。 

 

第 2部では、各事業主査からの報告、部への要

望などが出され、最後にこの部会に参加したク

ラブ紹介、今後のイベント予定、次期部長・後

藤明久ワイズの挨拶があり閉会となりました。 

富士五湖クラブからは、後藤 2、望月 2、原 2

の合計 6名でした。 

 

 

 

10 月第 2 例会 

 
2021 年 10 月 22 日 19 時 30 分～ 

参加者：原 2、望月 2、後藤 2 zoom:武藤 

 

〈議事〉 

 

・山梨 YMCA バザーの最終確認 

 おもちゃ屋さんについては小池メン連絡済 

 小池メンは仕事の都合で当日参加出来たら

する 

 みぎわの木工細工については須藤メンが現

地にて製品引取済。売り子も確保済 

 ストラップ、マスク、チャンク、グッズも

OK 

 11 月 3 日は小池宅８時集合 

・DBC 伊東移動例会の最終参加者は 

 京都洛中 10 名、富士五湖 8 名 

 個室、部屋割りなどホテルと調整済 

 27 日は 8 時に望月宅に集合＆出発 

 望月車、三浦車の 2 台で行く 

 11 時 30 分に伊東駅で須藤メンと待ち合わ

せ、11 時 40 分に洛中と合流。 

 1 日目が雨天の場合は早めにホテルにチェ

ックインしてゆっくりするもよいし、ボー

リング大会 

 二次会の買い物等の準備は望月 2 

 

 

国際 CS 賞 受賞！！！！ 

 

 
ワイズメンズクラブ国際協会より 2020-2021

年度各種表彰が発表され我が富士五湖ワイズ

メンズクラブは「国際 CS 賞」を受賞すること

ができました。 



昨年度はコロナ感染拡大のため大会は中止と

なり 2 年ぶりに今年 4 月 24 日に「第 10 回障

がい者フライングデｲスク大会 in 北麓」with

「Week4Waste」を開催しました。10 回の節

目の時にこのような賞を受賞することができ

て大変うれしく思います。 

これも県内外各地からのワイズメンの皆さま、

フライングデｲスク協会の審判団、地域の一般

ボランテイアの皆さまの協力あってのことだ

とメンバー一同感謝しております。これから

も 11 回、12 回・・・と開催できるように頑張

って参りますので皆さまのご協力をどうぞよ

ろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

「あれやこれや」 

 

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 

11 月 3 日(水)   山梨 YMCA バザー 山梨 YMCA 

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

12 月 3 日(金)   12 月第 1 例会 ふれあいセンター 

 1 月 9 日(日)    1 月新年例会 

 1 月 28 日(金)   1 月第 2 例会  ふれあいセンター 


