
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月富士 河口湖にて 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 １２月ブリテン 第 218 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』 

 12 月第 1 例会 

2022年 12月 8日(金)19時～ 

於：ふれあいセンター   

 

 

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、議事 

5、諸報告   

6、YMCAのうた                                 

7、閉会点鐘      望月 勉  会長 

    

  

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          

 

 

1１月のデータ 

会員数    １1 名 

例会出席        11 名 

            

        出席率      １００％ 

 

 

 

  

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。 

 

 

 

 

 

 



第 62 回山梨 YMCA バザー 

 

2022年 11月 3日 

参加者：原 2、後藤 2、望月(喜)、小池、須藤 

 

 

後藤明久 

恒例の山梨 YMCAバザーに参加しました。富士

五湖クラブは、いつもの宝つりゲームを出店

しました。望月喜代子さんの手作りマスク、

原さんの特製小物、須藤さんのみぎわ手作り

木工品といつもの多彩な出店でした。 

驚いたのは、今年は、初めて行列が出来た事

です。30分以上にわたる長い行列で、最後に

は吊り下げる品物が無くなるほどでした。嬉

しくなっていっぱいサービスしました。 

久々のイベントだったので多くの来場者があ

ったとのことでしたが、祖父母より、幼保育

園児や低学年の子供達と親が多かった気がし

ます。ステージイベントしたりと楽しめる場

になったのが良かった。地域コミュニティの

中心になってより良い YMCAに育ちつつあると

実感しました。お疲れ様でした。 

 

望月喜代子 

毎年やっている山梨 YMCA でのバザーが天候

にも恵まれ、行われました。富士五湖はいつ

ものおもちゃ吊りと、原さんグッズ、私の手

作りマスクを出しました。もうマスクも沢山

出回っているので少し売れただけでしたが、

おもちゃ吊りはここ 5 年間では一番の賑やか

さでした。いつも鳴らす鐘を忘れたのですが、

それ以上に子供達がたくさん並び、大変忙し

い 1 日でした。 

 

須藤 繁 

今年のバザーはいつもの助け手が一人いなくな

りました。彼は私の 65 年前の教会学校の生徒で

した。その彼が、YMCĄ のバザーに私が出店する

ようになってから、手助けをしてくれるように

なったのです。新しい YMCĄ が建ってからは、そ

のすぐ近くに住んでいたこともあって、駐車場

も提供してくれて、もう 1 人の元生徒と共に売

り子として助けてくれました。その彼が病に倒

れ、治療で髪の毛がこんなに少なくなりました

と言って送ってくれた画像をスマホに何枚も遺

したまま、今年 4 月 16 日に天に召されました。

今年のバザーはそのスマホの彼とともに過ごし

た 1日でした。 

 

原 俊彦 

恒例の山梨 YMCA バザーが今年も 11 月 3 日(木)、

晴天に恵まれ賑やかに開催されました。 

朝 8時、マロンを河口湖のペットショップに預

け小池宅に向かうと、既に後藤夫妻、喜代子さ

んはスタンバイ、釣り堀道具を積んだ小池車と

合わせ計 3台で一路甲府へ。 

バザー会場は既に大型のテントが張られ長机も

並べられて準備万端、早速ダンボールを開け陳

列し始める。 

今年はオモチャの釣り堀に加え、喜代子さんの

手作りマスクと田村セツコさんのミニキャンバ

スを少し並べた程度。須藤さんが少し遅れてミ

ギワのクリスマス製品が到着、相変わらずレベ

ルが高く魅力的なグッズばかりでした。 

10時バザーがスタートしましたが、今年はコロ

ナも落ち着いているせいか、お子さんを連れた

家族連れが多く、珍しく釣り堀に長い行列が出



来る程・・・後藤さんと小池さん 2人は大忙

し・・・バザー会場全体も今年は久しぶりに大

賑わい、活気に溢れた一日となりました。 

 

 

東京西クラブ 訪問記 

 

原 俊彦 

11月 17日、何年振りかで東京西クラブの例会

に 2人で出席しました。 

本来は後藤あずさ部長のクラブ公式訪問にお

供で出席の筈でしたが後藤さんがコロナ陽性

に、望月会長先約ありの為、富士五湖クラブ

を代表しての参加となった訳です。 

卓話は「相撲部屋のおかみさんから見て感じ

た世界」と言う表題で、元高砂部屋・富士桜

関の奥さま・中澤嗣子さんのお話、ご主人の

中村親方も来られる予定でしたが残念ながら

お一人でした。 

例会には甲府 21から野々垣さん、小澤次期会

長、東京八王子から花輪さん(甲府一高)が出

席されていましたが、富士桜関の出身が甲府

であった事もあり、後藤部長を加え「山梨ナ

イト」を考えたとの事・・・吉田明弘さんら

しい発案です。 

卓話はマイクを使ったものの声が小さく、最

近耳が遠くなった事も加わり前から 2列目の

席にも拘らず残念ながら良く聞き取れません

でした。 

ワイズの例会は高齢の方が多いだけに、果た

して何人の方がおかみさんの内容を理解出来

たのか？ 

あれだけ広い会場での卓話は、事前に音量チ

ェックが大切と感じた例会でした。 

 

 

 

 

 

 

尾﨑時恵さん 入会式 

 

望月 勉 

11 月 18 日(金)富士五湖クラブ 8 年ぶりの入会

式が、鳴沢村原山荘で行われました。18:30 に

は望月 2 名、そして尾﨑夫妻が到着。まもな

く甲府から野々垣健吾山梨 YMCA 理事長、小

澤公紀甲府 21 次期会長、山梨 YMCA 福田担

当主事、甲府 21 あずさ部 EMC 主査市川さん

の計 4 名。そして、武藤さん、マキちゃん、

小池さんも到着しました。19:00 から例会開会。

その後入会式。アッコさんが用意してくれた

手作りのローソクに、メイン燭台から点火し、

入会者紹介はアッコさんの代読で原さんが読

みました。式文を会長の私が読み、時恵さん

が「はい」と「入会します」と宣言。ワイズ

バッジや名札、入会キットを渡して入会式は

無事終了しました。 

 

さっそく、入会パーティーを和やかな雰囲気

の中で開会。沢山のお酒、オードブル、お寿

司、原さん準備のチーズ盛り合わせ、ラザニ

アは原さんが熱々を調理してくれました。



22:00 頃に甲府からの 4 人が帰り、尾﨑夫妻が

帰宅したのは 23:50。私達が原山荘を出たのは

0:30 でした。部長の後藤さん、そして、全て

の準備をしてくれたアッコさんが、母親のあ

まりの急な訃報により、参加出来なかったこ

とは、会にとっても御 2 人にとっても大変残

念なことでしたが、これから長い目で今日の

ことを取り返してくれると思いました。尾﨑

時恵さんおめでとうございます。 

 

★ 入会式を終えて・・ 

尾﨑時恵 

10 月 15 日 忍野村いちい亭でのあずさ部部大

会＆富士五湖クラブ 20 周年記念例会にて、私

たち FF 弾き語りの出演依頼を受け、演奏させ

ていただきました。改まった席での演奏は長

女の結婚式以来のことで、少し緊張しました

が、気持ち好く演奏させていただきました。

そんな会の空気感が良かったことが入会のき

っかけになったように思います。 

その流れで、気楽な感じでの入会でしたが、

入会式の厳格さと志の高さに驚き、身の引き

締まる思いがいたしました。私の人生の後半

が何か社会の一員として、お役に立てること

があれば幸せに思います。 

準備してくださいました富士五湖クラブの皆

さんはじめ甲府おいでいただいた皆様に心よ

り感謝申し上げます。ありがとうございまし

た。 

 

ご主人の尾﨑さんによる弾き語り♪ 

京都 DBC 交流会 in 京都舞鶴 

 

2022年 11月 26日～27日（～28日） 

参加者：望月 2、原 2、武藤、三浦、小池、 

尾﨑 

 

武藤五子 

新型コロナウィルスの感染が拡大してからは

皆さんと県外に出かけることを控えていたの

で、久しぶりに皆さんと一緒に以前から行っ

てみたかった天橋立に出かける事ができまし

た。京都洛中の皆さんと楽しく親交を深める

事ができ、すてきな景色と新鮮な海鮮が堪能

でき一泊二日でしたが盛りだくさんな二日間

でした。この有意義な時間を計画してくださ

った洛中の方々やいつも楽しい時間を共に過

ごさせていただいている富士五湖の皆さんに

感謝です。ありがとうございました。 

 

原 俊彦 

後藤夫妻・不参加、尾崎時恵さん・参加、原 2

人・新幹線キャンセル、望月車に便乗・別荘

に前泊、洛中クラブとの集合場所、時間の変

更、洛中大本会長、竹内さん・不参加・・・

など今回ほど直前まで洛中・大野さんとの情

報交換、事前の対応に追われた交流会はあり

ませんでした。 



全て予定通り運び、楽しく無事に終わってホ

ッとしています。 

 

尾﨑時恵 

入会後、初めての交流旅行ということで不慣

れな旅行者でしたが、皆様のお力添えをいた

だき、楽しく過ごさせていただきました。 

今回の京都観光は初めてのところばかりでし

たし、とても楽しむことが出来ました。特に

舞鶴引揚記念館に行くことが出来たのは、私

にとって特別なこととなりました。戦争体験

者の父や叔父のことを思い、戦争のない平和

な世界を祈りたいと思います。 

この旅行を準備して下さった京都洛中の皆様

はじめ、富士五湖クラブの皆様に心から御礼

申し上げます。ありがとうございました。 

 

三

三浦洋美 

京都洛中との交流は毎年楽しみにしています。 

今回は案内して頂く場所全てが素晴らしく楽

しめる事ばかりでした。 

特に海軍ゆかりの港めぐり遊覧船はとっても

興奮しました。 

楽しい 2 日間でした。帰路に着くために京都

駅、あまりの人の多さに驚きました。 

京都洛中の皆様に感謝また会える日を楽しみに

しています。 

望月勉 

11 月 26 日(土)京都洛中クラブとの夕食会も終

わり、2 次会会場に歩いて移動です。富士五湖

クラブはもちろん全員参加。洛中クラブは 4

人になりました。計画通りクラブ対抗カラオ

ケ大会となりました。富士五湖からは私と小

池さんが洛中のメンバーとなり、6 対 6 のガチ

ンコ勝負。富士五湖先鋒エース武藤五子、次

鋒望月喜代子、中堅三浦洋美、副将原俊彦、

大将原淑子、大大将尾崎時恵。AI の厳正な視

点の結果、4 対 2 で富士五湖の圧勝。個人の部

でも武藤さんが優勝し、2 次会は 2 時間大盛り

上がりの中で終了。11 時にホテルに帰着しま

した。 

11 月 27 日(日)舞鶴で昼食後解散式。富士五湖

クラブ 2 名は洛中にお願い京都駅まで送って

いただきました。富士五湖クラブは世界記憶

遺産に平成 27 年に登録されたシベリア抑留の

記憶を訪ねて、何年も前から一度は行ってみ

たいと思っていました。シベリアから帰還す

る肉親を祈るような気持ちで待ち続けた人た

ちは、二葉百合子が歌った「岸壁の母」が有

名です。2 週間前に入会した尾崎時恵さんの父

は、中国で負傷し、終戦 1 ヶ月前に舞鶴に送

還され大津の病院に入院したそうです。父親

の弟 2 名はシベリアに抑留されましたが、無

事舞鶴に帰還したそうです。専門の学芸員長

嶺さんに 1 時間案内していただき、説明して

いただきました。日本人として忘れてはなら

ない記憶だと強く思いました。 

 

原 淑子 

75 才にして初めて天橋立に。良く話に聞く股

からの景色も見れました。舞鶴、福井小浜、

敦賀の日本海側の名所観光も初めてでした。

紅葉も未だ残り、観光客も少なく、旅行を堪

能しました。アッコさん色々手配有難うござい

ました。 



 

                                

小池亦彦 

11月 26日 午前 4時 突然の始まりでし

た！ 

早起きはいつもの事ですが、中々眠れず 

武藤さんからのモーニングコール！ 

いつも行き当たりばったりの私としては、準

備万端！湖畔を周り、三浦さん宅、他のメン

バーと待ち合わの、コンビニ、新幹線新富士

をへて、一路京都洛中クラブとの合流場所へ、

一台に乗り合わせた、富士五湖クラブは、眠

いと言いながら、相変わらずのワイワイがや

がや、で喋りっぱなし、途中、事故渋滞に巻

き込まれてながらも、何とか 30分遅れで、

洛中クラブメンバーと、合流、私は、ギネス

に挑戦イベントにお邪魔して以来、メンバー

とお会いするのは、4〜5年振りですが、つい

この間会った様に、世間話が何とも言えない、

気負いしないで話せる洛中メンバーとの肌合

い感、とても心地よい時間、兼ねてより一度

は観てみたい、天の橋立、そして、なんとい

っても舞鶴港、仕事上関係している、海自輸

送艦も生まれた港！港巡りの船内に、輸送艦

くにさき、の写真には思わず感動！ 

1日目の洛中クラブとの宴は盛り上がらない

理由はありません！行く先々の海の幸は美味

しく最高でした♪洛中クラブに感謝、感謝で

す 

2日目は富士五湖クラブのオプショナルツア

ー！ 

舞鶴引揚記念館に於いては、感無量、わずが

な時間ではありましたが大変さも感じまし

た！ 

2日目の宿泊地、若狭 三方五湖、初めて訪

れる場所塩水と淡水の湖、取れる魚も多種多

様！ 

展望台から日本海とのコラボを眺めながらの、

お団子は中々美味！三方五湖では、宿を先代

から引き継いで、観光目玉にしようと地ビー

ルが自慢の宿！残念ながら梅ビールは仕込中

で無し 

普段からカヌー、サイクリングのアクテビテ

ィが豊富なら宿、なんと言っても、玄関の梅

干オブジェ？は圧巻でした！最終日は北陸の

海の幸を買込み、帰路に着きました！ 

 

望月喜代子 

11 月 28 日朝 9 時に湖上館を出発。昨夜はワー

ルドカップ日本対コスタリカ戦で盛り上がる

予定が、日本の敗戦で 2 次会もお通夜のよう

な雰囲気でした。それでも宿からいただいた

3000 円のクーポンで、宿の梅干しや鯖のへし

こなどを買い、少しは気分も立ち直り、三方

五湖レインボーラインをドライブ。一番高い

場所で休憩。リフトに乗り日本海の海と三方

五湖が見える場所で記念撮影。海の見える茶

屋で 10 時のお茶をいただき大満足。敦賀市で

は西福寺と気比神社を見学。敦賀土産センタ

ーで魚のお土産を買い、海鮮づくしのお昼を

いただき、午後 2 時半山梨に向かって帰路に



つきました。大変楽しい思い出深い旅行でし

た。 

 

 

acco 

ずっとずっと楽しみにしていた京都 DBC交流

会に参加できなくなった私たち・・。 

思い立ったのは例会でもハイブリッドできる

のだから、せめてオンライン参加したいとい

うことで Lineビデオ通話と Facetimeを利用

して顔出し… 

京都洛中の皆さまにもごあいさつできて 2次

会のカラオケも聞くだけ参加ができて 

皆さんにとってとても楽しい交流会ができて

よかったです。次回はリベンジします！ 

 

 

 

 

「あれやこれや」 

acco 

 

2022年、まさしく「あれやこれや」と・・・ 

楽しいことも悲しいこともいっぱい、いっぱ

いの慌ただしい年でした。 

1月から入院していた義母が 5月に天に召され

6月には義長兄が続いて天に召され、悲しむ間

もなく 7月はワイズ新年度の始まり。今年度

は主人があずさ部長ということで 6月からは

部報作成、評議会など準備も始まり、5月のフ

ライングデｲスク大会、6月の定期総会、7月

の第 1回あずさ部評議会、9月末の富士山例会 

10月のあずさ部部大会＆20周年。その間には

各クラブの部長公式訪問にも同行した。 

７、8月の毎朝 3時半起きのトウモロコシの出

荷作業も何とかクリア 

今年の富士山例会はこじんまりと楽しく開催、

部大会＆20周年はみんなの楽しい笑顔が見ら

れ盛況だった。 

やっと落ち着きしたところで 11月の末には京

都 DBC交流会に参加できるととっても楽しみ

にしていた矢先のこと。10月に家で転んで歩

けなくなった実家の母がリハビリ入院。11月

に入って退院の話が出てよかったと思ったら

新型コロナクラスターに巻き込まれ陽性に。

軽症だった母の容体が急変して翌深夜には天

に召された。その少し前には主人もコロナ陽

性となり。尾﨑さんの入会式にも DBC交流会

にも参加がかなわなかった。12月に入って今

度は義父が体調を崩した。兄弟みんなで交代

で介護することに。そしたら今度は私がコロ

ナ陽性になりホテル療養。やっと体調が戻っ

てきた今日この頃・・・ 

そうこうしている間には 2022年が暮れていっ

た。 

 

 

 

 

これからの予定 

2023 年 1 月 10 日 4 クラブ合同新年例会 18 時 談露館 

2023 年 1 月 27 日 1 月例会       19 時 ふれあいセンター  



≪山梨 YMCAだより≫ 

「続けることの意味」                  

総主事 中田 純子   

11 月 3 日文化の日に、毎年恒例の第山梨 YMCA「チャリティーバザー」が屋外実施で開催されま

した。コロナ禍でありながら、多くの皆様が集う素晴らしいチャリティーバザーとなりました事

に感謝申し上げます。 

総主事就任１年目のチャリティーバザーで神様からの贈り物かと思える出来事がありました。

５年前に児童発達支援事業を開設し、生きづらさを抱えた当時 17 才の少女をお預かりしていまし

た。その彼女が大学４年生となり就職内定 2023 年４月から福祉職に就く事を報告に来てくれまし

た。彼女を見た瞬間バザー会場で思わずギュっと抱きしめ「会えてよかった。」と涙した私でした。

いつも心の片隅で心配していただけに、彼女が私に会いに来てくれたことは喜びの瞬間でした。

また、手渡された手紙に目を通すと『お世話になった当時、学校に行けず YMCA に行くことで何と

か自分の存在理由を探していた私をぎゅっと抱きしめ「いつでも、来なさい」と言ってくれたこ

とを今でも思い出します。』と記されているいました。当時の行動、言葉が 5 年経った今、彼女に

対し同じ行動、こちらが言ってあげた言葉につながる言葉を私自身が伝えられたことに感謝しか

ありませんでした。 

「人とつながり、その人のやりたい何かが見つかり、良くなっていく人々。」これまで私たちが

目指して来たことが彼女との再会で実を結び喜びと感謝が溢れました。 

さらに彼女から、「11 月３日は YMCA のバザーが行われる日だったと思い、どうしてもお会いし

て報告したかったので一か八か来てみました。」と一言。YMCA がこれまで同じ日に続けてきた事の

意味と大切さ、先人の想いはここに在ると実感いたしました。 

これからも、山梨の地においてひとりひとりが輝きを放ち、よりよい地域づくり、人づくりの

ために寄り添いを続けられることを強く希望します。これから６３回６４回へとつながる未来を

想像し、今後は、自粛してきた人に必要な「食」をテーマとしたバザーを行えることを目指した

いと思います。 

今回ワイズメンズクラブから様々な形でご協力頂きました。実施まで実行委員会を重ね、お忙

しい中出席して下さった関係者の皆様、本当にお疲れ様でした。これまで繰り返しお伝えしてき

ていますが、山梨 YMCA がワイズメンズクラブの皆様と共に豊かな歩みを与えられていること、そ

して継続できている事に意味があり、誇れることであると感謝しかありません。この関係が継続

されることを祈りその時を持ちつづけたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


