
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あずさ部部大会＆20 周年記念例会 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

２０２２年 富士五湖クラブ １１月ブリテン 第 217 号 

国際会長：Saumul Chacko(India) 

「フェローシップとインパクトで次の 100 年へ」 

アジア太平洋地域会長：Chen Ming Chen(Taiwan) 

「新しい時代とともに、エレガントに変化を」 

東日本区理事：佐藤重良(甲府 21) 

「未来に向けて今すぐ行動しよう」 

あずさ部長：後藤明久 

「ワイズへの参加と交流を楽しもう」 

 

富士五湖クラブ会長：望月 勉 

  『地に足をつけた行動を』 

 11 月第 1 例会 

2022年 11月 18日(金)19時～ 

於：原さん別荘   

 

 

1、開会点鐘      望月 勉 会長    

2、ワイズソング＆ワイズの信条       

3、会長あいさつ     望月 勉 会長   

4、ゲスト紹介 

5、入会式 

6、諸報告   

7、YMCAのうた                                 

8、閉会点鐘      望月 勉  会長 

 

第 2部 

 新入会員の歓迎会     

  

会長 望月 勉 

副会長 小池亦彦 

副会長 原 俊彦 

書記 後藤昭子 

会計 望月喜代子 

会計 武藤五子 

直前会長 原 俊彦          

 

 

10 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  

 

 11 月 24 日 武藤五子さん 

     おめでとうございます！ 

 

アニバーサリーはありません。 

 

 

 

 

 

 



東京八王子クラブ訪問 

望月 勉 

１０月８日(土) 八王子クラブに部長公式訪問と

して同行しました。八王子クラブの例会に参加

するのは７年ぶりでした。例会の参加人数が約

４０名の多さに感心しました。中央大学の学生

が１０人ほど参加、西クラブも参加していまし

た。 

 

富士五湖クラブからは後藤夫妻、原夫妻、望月

２名の参加でした。お弁当を食べたあと、元外

務省外交官竹元正美さんの「日本外交の重要性」

という題で、戦前の日本外交失敗の卓話を興味

深く聞きました。その中で特に、外相やその時

代の総理大臣によって国の運命が大きく変わる

という事、国際政治において外交の質が最も重

要であるという言葉に納得しました。例会の後、

八王子クラブ久保田さんと一緒に懇親を深め、

後藤部長の車で吉田に帰宅しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月第 1 例会報告 

 

2022 年 10 月 15 日 19 時～ふれあいセンター 

参加者：望月 2、原 2、後藤 2、武藤、小池 

 

望月会長の「いよいよ明日が部大会＆20 周年

です。みんなで頑張りましょう！」のあいさ

つで開会、早速、議事に入りました。 

 

・富士山例会について 

 収支報告が会計よりありました。 

 今年は参加者 22 名でこじんまりとした例会        

ゆっくりすることができたよかった。 

3 連休ということで道路が渋滞して京都組は

12 時間、東京組も渋滞にはまって大変だっ

たがみんな無事に参加、帰宅できてよかっ

た。 

・あずさ部部大会＆20周年について 

 10 月 11 日に FF の尾﨑さんと現地に下見に

行ってきました。音響の確認やスクリーン

の位置など確認してきました。 

 

 

 FF弾き語りへの出演料について 

山梨 YMCAへの借用品のお礼について 

飲み物の確認。 

ビール、ノンアル、ウーロン茶は各テーブ

ルに前っておく。 

乾杯はノンアルの梅酒。 

お酒のコーナーを作りセルフサービスで取

りりに来てもらう。  



お楽しみくじについて 

受付でくじを引いてもらう。 

くじ作成→accoメン 

当日にならないと席の配置がわからないの

で部会が終わり次第 acco が席に置いて回る。 

席の両端には富士五湖のメンバーが入るよ

うにする。 

くじを引く人 理事、部長、会長、実行委員

長 

くじの景品と誕プレの確認→OK 

記念のクッキーは最後に帰るとき出口で渡

す。(喜代子、淑子) 

担当割と持ち物確認 OK 

20周年のビデオについて 

なんとか出来上がりシュミレーションする。 

15 周年のビデオの後に acco が作成したパワ

ポに合わせてナレーションを入れる。 

明日は 9時集合ということで解散。  

 

あずさ部部大会＆20周年記念例会 

 

2022年 10月 15日(土)11時～いちい亭 

昨晩遅く、茅野会員のラインが入り参加で

きるとのうれしい言葉にメンバー一同テン

ション上がる。これでメンバー全員の参加

です。富士五湖クラブは 9 時集合。早速、

担当割に添って準備開始。9 時半には FF 弾

き語りの尾﨑 3名も見えてリハ。 

10 時過ぎには参加者が続々とみえて受付開

始。 

定刻の 11 時になり後藤あずさ部部長の開会

点鐘であずさ部部大会の開会。 

 

2022 年 10 月 15 日（土）11 時より 15 時ま

で、私の住んでいる忍野村のいちい亭にお

いて、あずさ部部会を開催しました。開会

点鐘はやっと開催できたと感無量でした。 

ワイズソング＆ワイズの信条の唱和をしま

した。リアルでのイベントを行い、久々の

出会いにうれしさ倍増のひと時でした。75

名が特に交通の便の悪い忍野村までおいで

頂き、涼しい忍野の風を感じていただきま

した。 

 

 

須藤会員の選んだ聖句『先にあったことを思



い起こすな。昔のことを考えるな。見よ、私

は新しいことを行う。今や、それは起ころう

としている。あなた方はそれを知らないのか。』

は富士五湖クラブの活動をさらに鼓舞して発

展させる心湧き上がる思いを感じました。 

リアルでの出会いでさらにワイズのつながり

を強化にできたと自負しています。佐藤東日

本区理事、中田山梨 YMCA 総主事の祝辞を頂

き、あずさ部の力を再確認しました。甲府 21

クラブと八王子クラブに IYC 参加費補助金も

進呈しました。 

式典を最小限にして、＃ＦＦギター弾き語り

フォークデュオの尾﨑夫妻に懐かしい曲を中

心に演奏語ってもらいました。音楽の力によ

るワイズのつながりを活性化させた良い機会

となりました。皆で一緒に口ずさむ楽しい時

間を過ごせました。 

外で集合写真を撮ってから富士五湖クラブ 20

周年記念例会を開催しました。やはり、顔を

突き合わせて語り合うワイズの姿は楽しそう

でよかったです。（部長報告より） 

 

第 2 部 富士五湖クラブ 20 周年例会 

12時半をまわって… 

オープニングは“富士五湖クラブ 20 周年のあ

ゆみ”をビデオで流しました。15 周年のビデ

オ(プロ作成)後にそこからの＋5年(初心者) 

 

 

望月会長の開会点鐘で開会。 

親クラブである甲府クラブの田中会長より

ご祝辞をいただき、須藤会員の食前感謝 

森本次期あずさ部長のご発声で乾杯となり

ました。 

 

 

＜メンバーの感想＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

今回もまたくじで席順を決めさせていただ

き、いつもとは違った顔ぶれで・・・ 

FF 弾き語り第 2 部は尾﨑さんソロで盛り上げ

ていただきました。ハッピーバースデー、お

楽しみくじ、アピール、参加クラブ紹介・・

と続いて忍野のそばで〆となりました。 

遠路はるばる忍野までご参加いただきどうも 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

☆メンバーの想い☆  

                                  

☆彡 須藤 繁  

祈りの時 

会の冒頭、開会のお祈りをさせて頂きました。

祈り終わる頃、この会に集った者全員に主な

る神の限りない慈しみが豊かにあるようにと

の思いが、何か心の深いところから湧き出し

てきました。最後の、イエスのみ名によって

祈ります、と言う時には、神さま是非お願い

します、という気持ちが溢れてきたのです。

私が弁護士の仕事に追われていた時、クラブ

の皆さんと過ごすひと時は別な世界へ連れ出

されるような新鮮な気持でした。色々なクラ

ブの活動に触れる時、思いもかけない多くの

経験を共に味わいました。クラブは、私の世

界を広げ、私の人生を彩りました。今はただ

感謝が溢れます。そのような思いが、祈りに

つながったのかもしれません。 

 



☆彡 武藤五子 

天候にも恵まれ、多くの方が参加してくださり、

皆さんと楽しい時間を久しぶりに過ごす事が出

来ました。20 周年の節目に良い思い出が出来ま

した。ここまで来れた事は、出会えた人々に本

当に感謝したいと思います。ありがとうござい

ます。これからもよろしくお願いします。 

 

☆彡 望月 勉 

７５名の参加者、料理、酒、アトラクション、

尾﨑夫妻の歌、全てが合格点だと、会長とし

て大満足の祝会でした。クラブの皆様大変お

疲れ様でした。 

 

☆彡 原 淑子 

後藤部長のあずさ部部大会が忍野で行われ、

富士五湖クラブ 20 周年記念例会も同時に行わ

れました。コロナ禍で自粛気味でしたが、今

回の行事は、富士五湖クラブはもとより、参

加して下さったあずさ部のクラブや他の部の

クラブのメンバーにとっても大いに楽しんで

頂けました。有意義な集まりとなりました。

今年度は、11 月に入会式も行われる予定も有

り、これからも益々元気印で頑張りましょ

う ！  25 周 年 は 出来 る か な ！ 30 周 年

は・・？！ 

 

☆彡 原 俊彦 

記念すべき「20周年記念例会、祝会」の会場

として忍野村・一櫟亭を選択して大正解だっ

たと思います。欲を言えば、休憩時間にあの

庭から雪を被った雄大な富士山が眺められた

ら・・・120点でした。 

 

 

 

 

 

 

 

☆彡 望月喜代子 

２０周年祝会成功 

何カ月も前からの事前準備、当日は天候にも

恵まれ、沢山のワイズメインが参加してくだ

さり、誰もが笑顔だったのが大変印象的でし

た。とてもいい祝会だったと思います。 

 

☆彡 三浦洋美 

私は富士五個ワイズの活動もままならずあずさ

部の皆様との交流も無に近い状況なので楽しく

皆様とお話しすることもできませんでした。 

大会を開催するにあたり準備段階でも何の力に

もなれず申し訳ありませんでした。 

映像作成等大変な作業も後藤様にお任せでした。

本当にお疲れ様でした。いつになってもお客様

のようにしかできない私で感想＝反省しかあり

ません。大会が盛況に終了したこと嬉しく思い

ます。参加して頂いたワイズメンの皆様 

ありがとうございました。    

 

☆彡 acco 

富士山例会から 2 週間しか間がなく部大会＆

20 周年ということで 9、10 月はワイズに多忙

な日々。受付に、あらゆる資料作成に、会場

打合せ。パワポだってやったことがないのに

やってみた。なんとかできた。主人のため？

クラブのため？ワイズのため？思うところも

色々あって大変だったけれど 15 日、当日に参

加された方々の笑顔で一気に気持ちが晴れた。 

やっぱ、楽しくなければワイズじゃない！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

 

11 月   3 日(木) 第 62 回山梨 YMCA バザー 9 時～ 山梨 YMCA 

11 月 18 日(金) 11 月第 1 例会      19 時～ 原別荘 

11 月 26-27-(28) 京都 DBC 交流会         京都舞鶴 

12 月  9 日(金) 12 月第 1 例会      19 時～ ふれあいセンター 



2022 年 10月第 2 例会報告 

 

2022年 10月 28日 19時～ 

ふれあいセンター 

参加者：原 2、後藤 2、望月(喜)、福田 

Zoom：三浦 

望月会長が別件で欠席のため原副会長の「部

大会＆20 周年、お疲れさまでした。」のあいさ

つで開会。早速議事に入りました。 

＜議事＞ 

・部大会＆20周年について 

 会計報告が喜代子メンよりなされた。 

 皆さんに楽しんでいただけた会になってよ

かった。FF 弾き語りの曲が参加された方々

の年代にマッチしていて盛り上がった。 

 FF 弾き語りのお二人にも楽しんでいただけ

て奥さまが入会して下さることになった。 

・尾﨑さん入会式 

 11月 18日 19時～決定 

 入会の手続き→acco書記 

・11月 3日山梨 YMCAバザーについて 

 おもちゃつり、みぎわ、原グッズ、 

 喜代子メンの手作りマスク 

 8時に小池宅集合 

 献品は本日、福田さんに渡す 

・京都 DBC交流会について 

 ファンドより旅費補助を出す。 

 参加予定者：望月 2、後藤 2、原２、小池 

 武藤、三浦 

 配車と交通手段の確認 

 詳しい日程については原メンが大野メンに

確認 

・その他 

 これからの部長公式訪問予定 

 11/17東京西クラブ  

12/7甲府やまなみクラブ 

12/17松本クラブ（アジア賞） 

 

12/3山中湖クリスマス合同例会は 12/1以降 

センターが休館のため中止。 

 

「あれや これや」 

 

富士五湖パワーの源は？ 

福

福田奈里子 

9 月の富士山例会も、10 月の 20 周年記念例会

も、そして普段の第一・第二例会も…富士五

湖ワイズのみなさんとお会いするといつもに

増して口角が上がり、声も１トーン高くなる

ような気がしています。不思議ですが、富士

五湖の例会に来ると何だか楽しくなってしま

うのです。そんな明るく楽しい雰囲気ですが、

キメる時にはビシッと決められる方々だとい

うことを、先日の 20 周年例会では思い知らさ

れました。会員数 11 名という決して多くはな

い限られた人数で、あずさ部会や 20 周年記念

会などのイベントを切り盛りし会場も沸かせ

るこの人たちは一体何者なのか。そしてその

パワーの源はどこに？！これが私の目下の担

当主事としての研究課題？です。このチーム

力に『富士五湖イレブン』というタイトルを

思いつき、「これ、今度のブリテンに書こう」

と思っていましたが、なんと今月新入会員が

いらっしゃるとか。（おめでとうございます！）

eleven から twelve へ。 1 年は１２月、干支

も十二支、ギリシャ神話の神々も 12 神、それ

でもってイエス・キリストの弟子も 12

人・・・え？ますます神がかってくるのでし

ょうか、富士五湖ワイズ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

≪山梨 YMCAだより≫ 

「変化を楽しむチャリティーバザー」     

総主事  中田 純子 

毎年、１１月３日「文化の日」に山梨 YMCA チャリティーバザーが開催してきました。コロナ禍

であっても室内中心から、屋外中心に変え実施してきたバザー。今年は、疲弊した生活、心の解

放を行うための野外ステージを設置し、自分をアピールできる場の提供を行うことに決めました。

今年発足した、甲府やまなみワイズメンズクラブは今年から参加しこの野外ステージを担当して

もらう事になっています。 

人は日常で繰り返し、いる場所、会う人、行う事が習慣化すると安心しますが、そこに少しで

も変化が起こると戸惑い不安になります。YMCA は人、地域、社会に寄り添うには、それに逆らい

変化に合わせ私たち自身も変化していかなくてはならない団体だと考えます。毎年同じバザー実

施ではなく変化を受け入れることを目指し、更に変化を楽しむことを希望します。 

今年も、形に違いはありますが、すべてのワイズメンズクラブの皆様が協力してくださいます。

６２回を迎える今年は今までとちょっとちがいます。ぜひこの変化を感じていただきますようお

願いいたします。 

これからも、この先につながる未来に向かって、夢を描き変化し続けることが出来る山梨 YMCA

でありたいと願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


