
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

                       

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 １２月ブリテン 第 206 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！！』 

  

2021 年 12 月 3 日(金) 19 時 30 分～ 

   於：ふれあいセンター 

 

会長開会あいさつ   原 俊彦会長 

議事 

その他 

会長閉会あいさつ   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          

 

 

11 月のデータ 

会員数     11 名 

例会出席        10 名 

            

        出席率       91％ 

 

 

 

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 

 

12 月 10 日 後藤明久&昭子 

おめでとうございます。 

 

 

おめでとうございます！ 

 

 

富士と雲とおひさま 



山梨 YMCA バザー 

 
2021 年 11 月 3 日 

参加者：原 2、望月 2、小池、須藤 2、三浦 

後藤 2 

 

〈おもちゃ屋さん〉      後藤明久 

 

毎年恒例の YWCAバザーおもちゃ釣り（宝つ

り）として、出店参加しました。須藤さんの

みぎわ手作り木工と原さん特製小物、喜代子

さん特製マスク、スイートベリーカツヤマ特

製クッキーやマスクかけなど色とりどりの販

売ブースの一部でした。 

最初のうちは、誰もお客さんが来ないので、

自分達が、他のブースのお客さんになってま

した。今年でおもちゃ釣りも終わりだなぁ！

と話しながら？ 

小池メンの呼び込みと雰囲気が呼んだのか、

途中からワイワイと繁盛して、子どもや親御

さんと楽しめました。やはり来年もまたやる

感じです。実行委員会が参加者を増やす努力

が身を結んでお客さんも昨年より多く感じま

した。来年は、さらに人呼び出来て、全ての

ブースが完売されるよう祈ります。お疲れ様

でした。 

 

〈木工細工みぎわ〉       須藤 繁 

 

今年はコロナもあってみぎわの製品販売が大

きく落ち込んだので、ここで少し年寄りの踏

ん張りを見せなくてはと思って会場へ。で

も、与えられた机が 1つということで少々が

っかり。来年は 2つにして貰おうと思いなが

ら、その願いを来年まで覚えていられるかな

と不安になるのが、年寄りの弱いところ。し

かし、55年も前の教会学校の生徒が４人も応

援に来てくれたのでまた元気を取り戻し、販

売に頑張って売り上げ 11万円余り。1万円を

YMCĄ に献金。高い青空の良い 1日でした。 

 

 
 

〈グッズ〉           原 俊彦 

 

昨年に続きコロナ禍での開催となりました

が、当日は快晴に恵まれ絶好のバザー日和で

した。伊豆高原にお住まいの須藤さんは沢山

の「みぎわのクリスマスグッズ」を販売、精

巧な仕上がりに人気が高く売れ行き好調でし

た。私は手持ちの「田村セツコさんグッズ」

を机の片隅に並べて販売しましたが、懐かし

いイラストを見つけお買い上げ頂いたお客様

が結構居られました。 

コロナ禍で出かける機会の少なかった家族連

れが大勢来店頂き、久し振りに賑やかな活気

溢れるバザーとなりました。 

 

〈手作りマスク〉 

望月喜代子 

１１月３日、YMCA バザーで、手作りマスク

を昨年につづき販売する事になりました。 

今年はほかのブースではマスクを販売してい

るところがなく、富士五湖だけなので、買っ

てくださる人も思ったより沢山いました。 

バザーの人出も天気に恵まれたことや、コロ

ナが山梨県内ほとんど出ていないことなど

で、去年より沢山の人が訪れていました。残

り３０分程した時、クラブの人に去年よりマ

スクが高いと指摘を受けてしまいました。去



年は３枚５００円、今年は２枚で５００円、

私もうっかり去年のことは忘れていました。

来年の１１月にはマスクが必要のない世の中

になっていればと強く思いました。 

 

〈手作りストラップ＆チャンク〉  三浦洋美 

 

富士五湖ワイズメンズクラブのブースで、私は

主にマスク・メガネストラップとクッキーの販

売を担当しました。両商品とも障害者施設で作

成されたものです。ストラップは可愛くて素敵

な仕上がりでしたが、販売スペースが狭いこと

と、多くのお店が立ち並び、その雰囲気に商品

が負けてしまっていた、という印象でなかなか

販売には結びつきませんでした。ゆったり状況

下での販売が適してますね。クッキーは若い世

代の人が目に留めてくれ買い求めてくれたと

いう印象です。 

これからも障害者施設の商品の販売に貢献し

ていきたいと感じました。 

  

DBC 伊東移動例会 

 
2021年 11月 27日-28日 

於：DHC赤沢温泉ホテル 

参加者：原 2、望月 2、後藤 2、須藤、三浦 

京都洛中：坂井メン、大野夫妻、竹内、山中夫

妻、竹山メン、山内メン、西村メン、上原メン 

 

原 会長  

毎年秋の恒例行事となった「富士五湖クラブ移

動例会」は、今回初めて京都洛中クラブの皆さ

んにも参加頂き、賑やかで楽しい DBC合同例会

となりました。 

３月にはコロナ禍での隙間を縫うように 2泊３

日の日程で京都を訪問、満開の桜を独り占めし

ましたが、今回も「デルタ株」が収まり「オミ

クロン株」が始まる直前の言わば無風状態の下

での DBC例会となりました。お互いのクラブに

は何とも不思議なツキがあるようです。伊東駅

で久し振りの再会を喜び、一路伊豆高原へ車を

走らせましたが、途中曲がりくねった海岸沿い

の山道は洛中メンバーの皆さんにとって貴重な

体験であったと思います。２日間とも天候に恵

まれ、昼食良し、ホテル良し、温泉良し、イル

ミネーション良し、懇親会良し、二次会良し、

大室山・小室山でのケーブル良し、加えて地元

のガイドさんの説明もこれまた良し・・・で本

当に中身の濃い楽しい２日間でした。 

須藤さん、参加頂いた皆さん有難うございまし

た。 

 

須藤 繁 

有り難う。合同例会 

2 日間とも晴れ上がり、相模の海も富士山も、こ

れほど美しいとは、地元にいても初めてのことで、

まるで伊東の街に花嫁衣裳を着せて見ていただ

いたような気分でした。案内人としては、皆さん

に喜んでいただけたことが、何よりのご褒美と思

っています。有り難うございました。 

 

 

 

望月勉 

二次会も大盛況 

ホテルの宴会も終了し、2 次会は私達の部屋で、

富士五湖 8 名、洛中 5 名で、ワインは山梨の赤

ワイン 1 升ビン、日本酒も 1 升ビン。1 次会より

も長く 2 時間、両クラブの懇親を夜遅くまで深

めました。宿泊でなければ出来ない会でした。 



大野メン(京都洛中) 

今回の交流会大変お世話になりました。 

洛中のメンバーも 10 人で参加なんて通常例会並

みです⁈ 坂井会長の一言「今回は俺も行くから

皆も行けよ」コロナ禍の中で富士五湖クラブさん

の温かいおもてなし。関西に居ますと伊豆高原、

伊豆半島への理解度はあまりなくて・・ 

最高のお天気で大島から伊豆七島 三宅島まで見

えた。富士山も今まで見た中で最高の景色でした。

今回は皆さん感動ものです。良かったです。 

有難うございました。お世話になりました。 

 

山中メン(京都洛中) 

富士五湖クラブの皆さまのおもてなしに心から

感謝いたします。皆さまのお気遣いと天気に恵ま

れ最高の思い出となりました。ご案内いただいた

すべての所が我々には新鮮で目に焼き付いてい

ます。 

 

 

 

望月喜代子 

朝 8 時に原夫妻、後藤夫妻、三浦さん、望月 2

人の 7 人で伊東に出発。天気は 2 日間快晴に恵

まれました。大室山、小室山からの風景は最高

でした。洛中クラブのメンバーも喜んでくれた

と思います。次の再会が楽しみです。 

 

三浦洋美 

やはりお酒は大勢の人たちと楽しく飲むのが

一番美味しいと感じました。 

 

後藤明久 

次回の交流会は体調を整えていっぱい飲みます 

原 

原 淑子 

洛中クラブとの合同例会は、前年度の京都お花

見例会もコロナ禍の狭間で楽しみましたが、 

今年度の伊豆例会もコロナがちょっと落ち着

いた時で、大いに盛り上がり両クラブがさらに

近くなりました。お天気にも恵まれ、大島や遠

くの島々まで見る事が出来ました。 

美味しい海の幸を頂き満喫の旅でした。今回も

須藤さんにはお世話になりました。 

有難うございました。次年度は、洛中クラブの

担当で、天橋立とかの声も聞こえました。 

一度も行った事が無いので楽しみですが、どこ

の場所で会っても合同例会は楽しいです。 

お疲れ様でした。 

 

Acco 

コロナ禍にあって年に 2回も DBC合同例会が開

催できたことは奇跡かも… 

天気にも恵まれて 2日間の楽しい時間が過ごせ

たことに感謝です。お泊りだったので楽しい交

流会になってとても良かったです。次は京都！ 

今からとっても楽しみ～☆彡 

 

 
 



「あれやこれや」 
武藤五子 

思いがけずの入院でマキの成長を感じました。入院するとわかってから優しくなり自分から進んで茶

碗洗いを「私がするよ。」と言ってくれたり洗濯も教えると毎日、今でもやってくれます。もしもの

時のために出来る事を増やしていかなければと思う今日この頃です。 

 

 

 

 

≪山梨 YMCA だより≫ 

 

<バザー、チャリランが終わればクリスマス‼> 

                             山梨 YMCA総主事 

露木 淳司 

皆様のおかげをもちまして、YMCA 2大イベントは共に無事大成功の裡に終わりました。バザーで

は、いつものように甲府ワイズのびっくり市に開店前からお客さんが列をなし、21ワイズコーナー

では、福袋にお花、大根に古本、竹細工など、テント 6つを使って賑やかにバザールを演出してく

れました。また、富士五湖クラブは、いつものようにおもちゃつりとクリスマス用品、木工おもち

ゃにクッキーなどで盛り上げてくださいました。そして、チャリティーランでは、白い甲府ワイズ

軍団と緑の 21 ワイズ軍団、そして黄色の YMCA 職員軍団のトライアングル部隊が見事に機能して、

4 つの種目が実にスムーズに展開されました。表彰式に突風が吹いて混乱しましたが、終わる頃に

は何とか落ち着いて事なきを得ました。あいにく富士五湖クラブはイベントが重なって不参加でし

たが、素敵な抽選会の景品が届けれ、思いをつないでいただきました。準備から当日運営までご協

力いただいた皆様。本当にありがとうございました。 

YMCAは今やクリスマス一色です。クリスマスはイエス様の誕生日ですが、イエス様は何のために

生まれてきたのでしょう。「神は、その独り子をお与えになったほどに世を愛された。」(ヨハネ書 3

章 16節)と聖書にあります。これは神様が人のかたちになって、馬小屋で生まれて、十字架にかけ

られるまで、私たち人類にどのように生きるべきかを示す生涯を送るためだったのです。中にはイ

エスなんて信じないから」という人がいるかもしれません。ところが、イエス様はこう言うのです。

「あなたがたが私を選んだのではない。私があなたがたを選んだ。～互いに愛し合いなさい。」(ヨ

ハネ書 15 章 16 節)と。イエス様はその人がイエス様のことを知らなくても、他の神様を信じてい

たとしても、同じように選んでくれて、愛してくださるのです。だから、クリスマスにはどんな人

でもプレゼントをもらえるのです。 

 

 


