
 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            新年例会のホテルからの富士山

 

２月 第 1例会 

2019 年 2 月 8 日(金)PM8 時～ 

於：ふれあいセンター 

開会点鐘         後藤会長           

会長あいさつ 

ワイズソング＆ワイズの信条 

議事 

ニコニコスピーチ 

ＹＭＣＡのうた 

閉会点鐘         後藤会長 

              

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 

２０１９年 富士五湖クラブ  ２月ブリテン 第１７１号 

国 際 会 長 ：Moon Sang Bong（韓国） 

「Yes、we can change」 

アジア太平洋会長：田中博之 （日本） 

「Action」 

東日本区理事：宮内友弥（東京武蔵野多摩） 

「為せば、成る 」 

あずさ部長：廣瀬 健(甲府 21) 

「未来はそれに備える人のものである」 

  

富士五湖クラブ会長：後藤明久 

  『さらに進める 私たちはできる』 

会長 後藤明久 

副会長 望月 勉 

副会長 原 俊彦 

書記 後藤昭子 

会計 武藤五子 

会計 望月喜代子 

直前会長 原 淑子          

 

 

１月のデータ 

会員数     １１名 

例会出席           10 名 

例会出席率    ９１ ％        

ニコニコ BOX          ０ 円 

累計              ０ 円 

 

今月のハッピーバースデー  

 

11日 小池亦彦メン 

28日 茅野信雄メン 

      

おめでとうございます。 

アニバーサリーの該当はありません。 

 

 

 



2019 年 新年例会 

in 河口湖『美富士園』 

 
2019.1.11-12（金土） 

参加者；後藤 2、望月 2、原 2、小池、茅野、

武藤、三浦 

甲府 21；廣瀬部長、野々垣会長、荻野さん、

小沢(公)さん、茅野パパ、松村兄弟、寺田さん 

 

恒例の新年例会を河口湖畔『美富士園』で開

催しました。今回はインフルエンザで御殿場

クラブがお休み。あずさ部廣瀬部長の公式訪

問も兼ねての特別例会でしたので、富士五湖

クラブ 10 名、甲府 21 クラブ 8 名で 2 クラブ

の懇親会のようでした。4 時過ぎから集まり始

め、まずはひとっ風呂、ゆったりの浴衣宴会

でした。クラブバナーや万国旗、歌バナーも

飾り、望月メンの司会で始まりました。 

後藤会長の開会点鐘、ワイズソング＆ワイズ

の信条の唱和、後藤会長の歓迎の挨拶、甲府

21 の野々垣会長の挨拶、廣瀬あずさ部長の挨

拶、全員の自己紹介を兼ねた 30 秒挨拶をして

頂き、後藤会長の閉会点鐘で例会終了です。

廣瀬部長よりクラブ巡りの最後のクラブとし

て富士五湖に来ました、EMC の重要性などを

話されました。野々垣会長より、部長に付き

添い、多くの会員で参加しました。次年度に

向けてさらにパワーアップしていくと話され

ました。 

 
お待ちかねの懇親会に突入です。恒例の Acco

さんお手製のくじ引きによる席決めでした。

いつもと違う趣向で良かったようですね。司

会は小池メンが努め、廣瀬部長の発声で「乾

杯」始まりです。次々に出てくる料理に舌鼓

を打ちながら、ビール、ワイン、日本酒、ウ

ーロン茶と好きな物をじゃんじゃん飲みまし

た。落ち着いてきたところで、恒例のビンゴ

大会です！ 景品は各自持ち寄りです。リー

チ、リーチ、リーチと進みますが、なかなか

ビンゴが出ず、後半勝負となりました。ビン

ゴが出だしたら、一気に終わると思いきや、

最後のビンゴが出るまで以外と時間がかかり

ました。ビンゴ機械を持つ茅野さんも疲れて

しまいました＾＾全員の景品獲得で終了でし

たが、野々垣会長のサプライズでブービー賞

の富士五湖クラブの Acco さんに、東京ディズ

ニーランドのペアチケットをプレゼントして

頂きました。ありがとうございます。 

 
宴たけなわでしたが、時間となりましたので

原さんの一本締めでお開きとしました。甲府

21 クラブの皆さん、廣瀬部長お疲れ様でした。 

お見送りのあと、富士五湖クラブの面々は、

恒例の二次会カラオケです。美富士園のマイ

クロバスで送って頂き、いつもの「いろえん

ぴつ」で大いに盛り上がりました。いやー、

富士五湖クラブの皆さん、歌がお好きでお上

手ですね。原さんのご厚志を頂き、喜代子号

で積載オーバー？で美富士園へ帰ったようで

すね。筆者は記憶が・・一気にぐっすりでし

た。 

翌朝、爽快な気分で朝食を頂き、近所の白山

神社を参拝し、解散となりました。お疲れ様

でした。 

 

新年例会～メンバーの感想 

茅野 信雄 

恒例の新年例会は、今年は会場をホテル美富

士園へ移し、廣瀬あずさ部長の公式訪問とし

て開催しました。部長ホームクラブであり、

富士五湖クラブの兄クラブでもある甲府 21ク

ラブからのゲスト 8人を加えて 18名が参加し

ました。その後の懇親会では、おいしい料理

を堪能しながら、親交を深めることができま

した。恒例のビンゴ大会では、隠れ商品にデ

ィズニーリゾートの入場券が登場するなど、

多いに盛り上がりました。甲府 21 クラブは、



近年、会員増強を強力に推進しています。富

士五湖クラブもこれに倣って、会員が増える

ことを祈るばかりです。両クラブ､あずさ部ﾆ

とって､2019 年が良い年になることを祈念し

ます。 

 

 

 

2018-2019 年 1 月第 2 例会 

 
日時；2019 年 1 月 25 日(金)午後 8 時～9 時

30 分 

場所；富士吉田市ふれあいセンター 

参加者；後藤 2、望月（喜）、三浦、武藤＋

まきちゃん 

後藤会長より新年例会ご苦労様でしたと挨

拶があり、例会開始。 

新年例会の収支を武藤会計より報告があり、

想定の範囲内の会費負担であったので良か

った、次年度は更に多くの参加者を呼んで盛

り上げようと話しました。 

議事に入り、出欠の確認も合わせて行なわれ

ました。 

2/9（土）13:00 あずさ部評議会⇒後藤 2、望

月 2、原 2、小池。高尾の森わくわくビレッ

ジ。 

卓話者 3/8（金）、3/22（金）の例会に廣瀬

部長 or 野々垣会長に打診する。 

3/9-10（土日）会長研修会（オリセン）⇒望

月喜代子次期会長、勉（同行者）⇒望月申し

込み 

3/23（土）東京サンライズ 30 周年⇒望月 2、

後藤 2。原 2（申込み済み）。小池△ 

4/27（土）川越 20 周年の案内がきているが

⇒フライングディスク大会の為、不参加。 

2/24（日）町田スマイルクラブチャーターナ

イト⇒望月 2、原 2⇒原申込み 

YMCA 賛助会員の会費納入⇒武藤会計 

次々期理事推薦、2019-2021 幹事推薦⇒会長

に一任（2 月中に推薦する） 

＊1/20 の原俊彦さんが転倒し手首骨折して

しまいました。手術するとのことで無事を祈

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「あれや これや」 

                                      

中田久仁 

あれやこれやと・・・現在 YMCA へ問い合

わせが殺到しています。 

これは 1 月 15 日より新年度に向けてのＹＭ

ＣＡの各事業の新規申し込みの問い合わせ

や継続の手続きが始まった為です。 

ＹＭＣＡの学童保育プライムタイムにおい

ても、現在までに 50 件あまりのお問い合わ

せを頂き、その中の 12 名の新 1 年生の申込

みを受けました。 

既存の学童保育のメンバーが 80 名弱ですの

で合わせると来年度の 4 月からは 100 名以

上の児童が通う予定になりそうです。こんな

状況が続いている為、私も含めてスタッフ一

同毎日を慌しく過ごしているのですが、先日

の平日に休みがあり気分転換もかねて近く

の公園まで散歩にいきました。そこでぼーっ

と過ごしていた時に、社会人になってから定

期的に自分を客観的に見る習慣が私にはあ

り、せっかくなのでと思い最近の自分を振り

返ってみました。 

 最近の私はというと毎日鳴り止まない電

話に対する対応や新規学童利用予定者への

施設見学対応、市役所への書類作成準備等と

毎日余裕がなく慌しく過ごしている為、子供

たちからの問いかけに対しては「この仕事が

終わるまで待ってね」とか「他のスタッフに

聞いてね」等と子供たちと向き合う事を避け

ることが多かったと思います。それを続ける

ことによって高学年の子供たちは私が忙し

いことを理解して次第に私に気遣うように

なり、子供からの問いかけもめっきり減りま

した。 

確かに期日がある仕事に対してはすぐに対

応をしなければいけないのですが、それは子

供たちの問いかけも同じで、そこには彼らの

悩みや不安等を今すぐに聞いてほしいとい

う意図があったのでないとか思い、ここ 2

週間ぐらいの自分の対応を深く反省しまし

た。 

 「忙しく真剣に一所懸命がんばっている人

は客観的にみると隙がなく近寄りがたい」 

確かに私のサラリーマン生活の中でも、そん

な上司には話し辛かったです。 

明日からは慌しく仕事をこなしながらも子

供たちが問いかけ易いように余裕を持って 

隙があるように心掛けたいです。 

４０歳半ばを過ぎてもまだまだ未熟、日々精

進です。 

 



≪山梨 YMCAだより≫ 
        2月の最終水曜日はピンクシャツデーです！ 

露木淳司 

ピンクシャツデーとは、全国の YMCAで数年前から本格的に取り組まれているいじめ撲滅運

動です。きっかけとなったのは 2007年に起きた、カナダの学生 2人が起こしたある行動から

でした。 

 
ようになっています。最初にこの出来事があったのが 2月の最終水曜日だったことから、毎

年、この日にいじめについて考えようという運動が発展したのです。 

山梨 YMCAでも、毎年この日にはピンクのものを身に付けたり持ってくるように子供たちに

呼びかけ、いじめについて考える日とするようになりました。甲府ワイズと長野ワイズで連

絡主事を務めさせていただいている私も、両ワイズからいただいたピンクのポロシャツをこ

の日に交互に着させていただいております。皆さんもこの日を覚えて、ピンクのものを身に

着けてはみてはいかがですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある日、ピンクのポロシャツを着て登校

した少年が「ホモセクシャルだ」と言って

いじめられたのです。それを聞いた先輩 2

人が 50 枚のピンクシャツを買って来て、

インターネット上で、「みんなでそれを着

よう」と促したのです。呼びかけには数百

名の生徒が応じて、学校中がピンク一色と

なり、いじめはなくなったそうです。 

この話が世界中に広がり、今では 70 か国

以上でいじめ撲滅運動として活かされる 

 

これからの予定 

 

2 月 8 日(金)       2 月第 1 例会       ふれあいセンター 

2 月 9 日(土)       第 2 回あずさ部評議会   八王子 高尾の森 

2 月 22 日(金)       2 月第 2 例会               ふれあいセンター 

3 月 8 日(金)       3 月第 1 例会              ふれあいセンター 

3 月 9 日～10 日      次期会長部役員研修会   オリンピック記念会館 

3 月 22 日(金)       3 月第 2 例会       ふれあいセンター 

4 月 12 日(金)             4 月第 1 例会       ふれあいセンター 

4 月 26 日(金)       4 月第 2 例会       ふれあいセンター 

4 月 27 日(土)       第 9 回障害者フライングデイスク大会 パインズパーク 


