
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              富士山頂よりご来光を望む 

 

７月２０日           ＮＯ．1 

 

8 月第一例会 

2015 年 8 月 11 日(火)PM8 時～ふれあいセンター 

 

開会点鐘             

会長あいさつ 

ワイズソング＆ワイズの信条 

諸報告 

今月のハッピーバースデー＆アニバーサリー  

ニコニコ BOX 

ＹＭＣＡのうた 

閉会点鐘 

 

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 

２０１５年 富士五湖クラブ ８月ブリテン 第１３０号 

国際会長：Wichian Boonmapajorn(タイ) 

主題：「信念のあるミッション」（Mission with Faith） 

アジア地域会長：Edward K.W.Ong(シンガポール） 

主題：「愛をもって奉仕をしょう」 （Through Love, Serve） 

東日本区理事：渡辺隆(甲府） 

主題: 「原点に立って、未来へステップ」 

あずさ部長：標 克明 

「ワイズメンとして一歩前進」 

富士五湖クラブ会長：小池亦彦 

  『常に最善をつくそう！！』 

会長 小池亦彦 

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 後藤昭子          

 

 

今月のハッピーバースデー 

＆アニバーサリー  

 

該当がありません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月のデータ 

  会員数   １３名 

  例会出席   １０名 

例会出席率         ７７％        

ニコニコ BOX            ０円 

累計       ０円 

 

 



～富士山 山小屋だより～   

 望月 勉 

                 

平成 27年富士山山開きから早 20日がたちま

した。 

7月 1日から連日の風雨で青空を見たのが 7

月 10日。14日からは台風 11号の影響で 17

日までまた風雨が強くスバルラインの通行

止めも 3日間、前年と比べても宿泊者数は半

減の実績です。 

梅雨明け後に期待がかかりますが、宿泊者の

7割を送り込む各旅行会社の集客状況は去年

の 6割程度となっているため、これから天気

が続いても最終的には去年の３０％減にな

る見通しです。 

去年が前年２０％減 平成２５年が前年よ

り５％減ですので、平成２４年に比べると半

分以下の登山者数になります。山小屋関係者、

登山ガイドをはじめ深刻な影響が出ていま

す。特に登山ガイドはほとんど仕事がなく来

年はかなりの数がガイドを廃業すると思い

ます。 

一番の理由は箱根や浅間山の噴火など一速

の噴火の影響です。２番目は天気、そして３

番目は山ガールに代表される富士山ブーム

が終わったことだと思います。 

来年以降に期待すると共に山小屋営業も昔

のシーズンオフに営業活動や接客や食事等

も見直し、少しでもリピーターを増やしてい

きたいと思っています。 

 

８月４日           ＮＯ．２ 

平成２７年富士山夏山シーズンも早半分を

過ぎ後半になりました。 

登山者の数はやや持ちなおしているものの、

前年比３割減は確実な情勢です。 

今年の夏山で一番の特徴は外国人客の急増

です。特に中国東南アジアの登山者が驚くほ

ど増えています。日本人だけを見れば前年比

４０％以上の減少を外国人客の増加が、それ

を補っている感じです。 

毎日トモエ館でも３割以上が外国人客です。

英語、中国語、インド、インドネシア、タイ、

韓国、フランス、ドイツ、ポルトガル、スペ

イン、とありとあらゆる言語が小屋中を飛び

交っています。小屋の従業員も日本人だけで 

なく、香港、ネパール、マレーシアと英語が

できる従業員も半分以上です。 

これは円安で日本全体に外国人客が増加し

ている以上に富士山の世界遺産とフランス

のミシュランが富士山を高尾山と共に最初

に３つ星をつけたことが大きく影響してい

ます。外国人専門ツアーも毎日小屋に入って

います。遠からず富士山登山者の半分が外国

人になる日も近いかもしれません。 

 

 

2015 年 7 月キックオフ例会 

 

日時；2015 年 7 月 7 日(金)午後 8 時～9 時

40 分 

場所；富士吉田市ふれあいセンター 

参加者；小池、後藤 2、原 2、望月（喜）、長

田、三浦、茅野、武藤＋まきちゃん 

万国旗を飾り、富士五湖バナーを立てて、鐘

とギャベルを準備して、小池会長の開会点鐘

でキックオフです。ワイズソング＆ワイズの

信条を唱和して、2015-2016 年度の富士五湖

クラブの開始です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     小池会長の点鐘＆あいさつ 

 

《議事》7/18（土）評議会の出欠；後藤 2、

原 2、茅野、（小池、望月（喜）は委任状） 

富士山例会のチラシを作成＞評議会で配布

 



アピールする。（昨年参加者には案内状送付

する） 

二日目オプションコース＞船津登山道バス

コース 

おもてなしの時間；1300 回富士登山の佐々

木さんの卓話＞小池確認：プロフィール 

8/29 納涼例会＞8/22（土）に変更、次回例会

で場所を決める。 

1 泊伊東例会；長田実行委員長が企画する；

2 月又は 3 月実施予定。 

伊豆高原の桜祭りなどイベントも考慮して

企画していく。 

須藤さんに送付＞ロースター、総会資料送付

（事務局）。会費のお願いは武藤さん。 

望遠鏡を吉田紘子さんより頂いた＞佐藤小

屋に設置したい。 

ブリテン振り分け；第 1 第 2 例会；後藤、評

議会；原、あれやこれや；長田 

ワイズどっこむ登録⇒三浦 

評議会案内＞原、茅野へメールする。 

時間になり、議事終了。小池会長の閉会点鐘

で新年度のキックオフ例会終了、お疲れ様で

した。 

 

 

あずさ部「海の日」評議会 

                                         

                                原  俊彦 

標部長の輝かしい船出となる第一回「海の日

評議会」が7月18日(土)、目白聖公会におい

て開催されました。ホストクラブは東京山手

クラブ。あずさ部の中でも平均年齢は間違い

なく高い筈ですが、受付での皆さん方は相も

変わらず実にお元気、満面の笑みで参加者を

迎えてくれました。 12時30分、多少緊張気

味の標部長の開会点鐘で評議会が始まりま

した。 

ワイズソング聖書朗読に続きホストクラブ

の山手・浅羽会長より歓迎の挨拶があり評議

会に移りました。標部長より議決権者37名、

委任状15名で評議会が成立する旨の宣言が

あり議案審議がスタート。昨年度に関する議

案では茅野あずさ部会計から決算報告が説

明されましたが、健全運営の下で450,000円

の残金プラス250,000円のファンド・・・合

わせて700,000円ほどの繰越金が次年度に引

き継がれる事となり全員一致で承認されま

した。 

続いて新しく就任された各事業主査、クラブ

会長より一年間の所信表明の発表がありま

したが、何れも高齢化に伴う会員増強が最大

のテーマでした。 

今回、評議会としては珍しく会員による卓話

が準備されており、元・区ヒストリアンであ

る吉田明弘さんが「やっぱ、ワイズだべ」と

いうお話をされましたが、クラブの基本とな

る引き出しを一つ一つ開けながら私たちに

ワイズとしてのあるべき姿を示された「やっ

ぱ、吉田流卓話だべ」でした。 

幾つかのテーブルに別れて懇親のひと時を

過ごした後、礼拝堂に移り、鈴木司祭より由

緒あるステンドグラスの説明を聞きながら

80数年もの長い歴史を辿って来たこの教会

に暫し静かに思いを馳せました。 

富士五湖クラブからの参加者は、後藤2、茅

野、原2でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 標部長あいさつ    吉田さんのお話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



2015 年 7 月第 2 例会 

 

日時；2015 年 7 月 17 日(金)午後 8 時～ 

場所；富士吉田市ふれあいセンター 

参加者；小池、後藤（明）、三浦、茅野、武

藤＋まきちゃん 

少人数でしたが、議事中心で進めた。 

富士山例会パンフ作製した＞明日の評議会

で配布アピールする。交流拡大＞富士宮クラ

ブ、御殿場クラブへ案内する。 

富士登山 1300 回の佐々木さん卓話 OK；謝

礼 5000 円、宿泊無料。 

1 日日夜下り；武藤。2 日目朝下り；三浦。

小池、佐々木；前日馬返し登山から参加予定。 

担当主事露木さんの会費問題；富士五湖クラ

ブの会員数カウントから外した。 

富士五湖での露木さんの今までの対応は変

わらず、会員扱い。担当主事分の会費負担は

甲府クラブにお願いする＞評議会で会長に

依頼する。 

東日本区・あずさ部からの請求書＞小池会長

＞武藤さんへ回す。 

納涼例会の場所＞ラドゥース；会費 3000 円

例年通り＞8/22（土）午後 7 時から 

フクロウキャンプへの協賛＞ウチワ 40 枚

（武藤）；リーダー不足で 2 回に分けて実施

している。 

須藤さん会費分；武藤＞メールで依頼＞入金

済み 

豆もちファンド（三浦）＞サンプル作製＞

11/3 山梨 YMCA バザーで出品する 

吉田紘子さんからの望遠鏡＞三脚を手配す

る；後藤写メ＞小池 

次回例会は 8/11（火）8 月第 1 例会です。 

小池会長より、8 月納涼例会を楽しみにして

いきましょうと挨拶で締めくくって終了で

す。どうもお疲れさまでした。 

 

 

 

 

 

≪ＹＭＣＡだより≫ 

露木淳司 

 キャンプ 4 本、わいわい地球塾 20 本を用

意して、今年の夏休みを迎えました。ここ数

年の傾向で夏休み中の大学生ボランティア

を確保することに困難を覚えるようになっ

ています。今年は高校生ボランティアを多く

導入し、なんとか順調に毎日のプログラムを

こなしています。プライムタイムの夏休み利

用者も増え、YMCA は正に活気にあふれてい

ます。フクロウキャンプには甲府、甲府 21、

富士五湖の各ワイズメンズクラブからも支

援をお受けし、障がい児たちが楽しいひと時

を過ごすことができました。このまま無事、

夏が終わりますようお祈りしています。 

 

「あれやこれや」 もらい事故 

長田洋二 

皆さん車の運転をすると思います。 

先日７月９日､家内が市役所前交差点で信号

無視の車に衝突されてしまいました。 

幸い軽傷で済みましたが腰及び頸椎のリハ

ビリ中です。 

いくら保険で補償するとは言っても痛い思

いは辛いものが有ります。 

又車両は大破してしまい。大事にしてきた車

にも辛い思いをさせてしまったと暗い気分

です。事故は誰でも､どこでも起きると思い

ます。被害者としては、ぶつけられて辛いこ

とばかりです。 

皆さんもくれぐれも運転気を付けてくださ

い。今回は、あまり意味のない愚痴のような

あれや､これやになってしましました。次回

ハッピーなあれやこれやにしたいと思いま

す。 

 

 

 

 

 

これからの予定 

 8 月 11 日(火)PM 8 時～        8 月第 1 例会    ふれあいセンター 

 8 月 29 日(土)              8 月納涼例会 

 9 月 8 日(火)PM               8 時～9 月第 1 例会    ふれあいセンター 

 9 月 25 日(金)PM               8 時～9 月第 2 例会    ふれあいセンター 

 9 月 26 日(土)～27 日(日)       第 13 回富士山例会 富士山 5 合目 佐藤小屋 



第 1３回富士山例会のご案内 
 

日本一高いところで行われる富士山例会もおかげさまで今年で１３回目となります。 

毎年参加される方、初めて参加したい方、どうぞおいでください。 

五合目でのきのこ狩り散策から始まり、特別例会に、お楽しみの時間   

そして懇親を深めるバーベキューに、夜は満天の星の下で語らい、 

早朝ウオークで神々しいご来光を見てみませんか？ 

オプショナルツアーでは富士山のとっておきの場所にご案内します。 

是非、山小屋にお泊まりください。山小屋の夜を、朝を体験してください。 

富士山に抱かれて、パワー充填！癒しのひと時を味わって下さい！ 

今年もみなさまと一緒に楽しめる企画を進めています。 

富士山五合目でみなさまとお会いできるのを会員一同楽しみにしております。 

 

★日 時 ２０１５年９月２６日（土)～ ２７日(日) 

 河口湖ショッピングセンターBELL 駐車場に 午後 1 時集合・出発（乗り合わせ） 

 高速バス、電車を利用の方は駅までお迎えにあがります。       

 高速バスは、富士急ハイランド駅下車。（迎え時間予定１２：５０）   

電車は、富士山駅下車（旧富士吉田駅） (迎え時間予定１２：４５) 

★場 所 富士山五合目 佐藤小屋 

★参加費 宿泊参加 佐藤小屋１泊朝食付 １０，０００円 

     日帰り参加            ６，０００円      

     ＊できる限り、フル参加して下さい。懇親を深めましょう！ 

メン、メネット、コメット他、多数の参加をお待ちしております。 

★日 程  ９月２６日(土)  ９：００～富士山駅集合・出発 

              １０：００～馬返しから佐藤小屋まで吉田口登山道ハイク 

                    （富士山専任ガイド付） 

１３：００  BELL集合 乗り合わせ出発 

              １４：００～ 富士山五合目着 きのこ狩り・自由散策 

              １５：３０～ 合同例会 

                      お楽しみの時間 

              １７：００～ バーベＱ＆懇親会 

      ９月２８日（日）ご来光散策(自由参加) 

７：３０～朝食 

                 ９：００～ 佐藤小屋出発 

                         ９：３０ ～オプショナルツアー  

五合目駐車場～三合目まで 

「船津登山道雲海バスコース」 

              １４：３０ 下山し、昼食＆温泉後、解散 

 

★持ち物 中秋の富士山は冷え込みますので防寒着(ジャンバー、セーター)ご持参下さい。 

     着替え、洗面用具一式、歩きやすい靴、軍手、帽子等、懐中電灯（持ってる方） 

     食べたいもの、飲みたいもの、差し入れなど大歓迎いたします。 

 

★主 催 富士五湖ワイズメンズクラブ・東京サンライズワイズメンズクラブ 

 

★お問い合わせ・お申し込み 

     富士五湖ワイズメンズクラブ事務局 後藤まで 

     ＴＥＬ：０５５５－８４－４２３３ ＦＡＸ：０５５５－８４－４２３２  

   Email:ag1263@olive.ocn.ne.jp  *FAX 又はＥmail にてお申し込みください。   

 

 ★申し込み締め切り ９月１９日（土） 

リクエストに応えて 

今年もやります。 

吉田口登山!! 

 

 

 


