
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

  

 

   

 

  

 

 

  

                         

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月第一例会は 

11 月 3 日に行われる第 55 回山梨 YMCA 

バザーに振り替えとなります。 

 

11 月第二例会は 

11 月 27 日 PM8 時～ふれあいセンターで 

行います。 

 

 

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 １１月ブリテン 第１３３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 

  

24日：武藤五子メン 

 

おめでとうございます！ 

 

アニバーサリー 

該当ありません。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月のデータ 

  会員数   １３名 

  例会出席   １２名 

例会出席率         ９２％        

ニコニコ BOX             ０円 

         累計     ３６０円 

 

 

    稲刈りを終えた忍野からの富士 



 

2015 年 10 月第 1 例会報告 

 

日時；2015 年 10 月 13 日(火)午後 8 時～9 時

50 分 

場所；富士吉田市ふれあいセンター 

参加者；原 2、望月 2、後藤 2、茅野、三浦、

武藤＋マキちゃん 

今回は、小池会長不在でしたので、原副会長

のもと、議事優先での例会となった。 

『富士山例会の反省』 

武藤会計より、何とか黒字になったと収支報

告がされた。借りた車 2台の補助金 2000円、

有料等の清算がされた。参加者の声のコピー

を配布、検討。馬返しからの登山、2 日目の

早朝ウォーク、オプションの歩きなどの検討

をした。 

富士五湖クラブの人数が減っている現状での

対応；送迎にマイクロバスの手配が重要、レ

ンタカーでは負担しきれないので、来年は山

梨 YMCA に担当をお願いしたい。ユース参

加などを促して 2 日間参加してもらう行事化

の方向でお願いする。 

早朝ウォークでのＹさんの緊急事態の体験か

ら、歩きオプションに 2 人体制で臨みたい。 

わいわい楽しすぎて難しいが、自己管理で早

朝ウォークに行く人は 11 時までに寝るよう

にアナウンスする。 

バーベキューについて、肉の小分けは良かっ

た。ホタテが凍っていた、下から上げるとき

に保冷庫から出しておく。焼きそばは先にや

ってよかった。モロコシが料理されてないの

が 15 本ほど残っていた、裏側に置いてあっ

た（注意）。差し入れ多くビールは 3 箱で良

い。 

初めて公式訪問のあずさ部長の会費を無料に

した（望月部長体験から）、今までの部長には

申し訳なかったが、時効と云うことで対応、

次回さらに盛り上げてお返しする。 

ボランティア保険の加入（武藤）、佐藤小屋へ

の支払いの増額要請（望月）、消費税負担など

各種経費増加を踏まえて、次回 2016 年 9/24

～25 は宿泊参加を 12000 円にする。 

2 日目歩き候補；忍野八海＆忍者屋敷コース、

富士山ﾐｭｰｼﾞｱﾑ＆ﾚｰﾀﾞｰﾄﾞｰﾑコース、最初に戻

って奥庭散策コースなどが出された。 

ニコニコ献金先；東日本大震災復興支援、東

山荘 100 年募金、常総市水害復興支援とし、

10/18 あずさ部会で理事または担当者に手渡

す事になった。 

『10/18 あずさ部会』参加者の再確認 

武藤、三浦も参加 OK(acco 申込)、11:30 望月

宅集合、11:45 河口湖美術館で乗り合わせ。 

13:30 受付、14:00～18:30 防災新館（ワイン

飲み放題の 5000 円コースに期待する） 

今回は合計10名の参加、クラブより1名2000

円の補助をする。 

『山梨 YMCA バザー』11/3 文化の日に開催

される。 

富士五湖クラブは恒例のおもちゃ屋さんにす

る。小池会長に依頼、例年どおりにする。 

須藤さんのみぎわ木工品販売は無くなり、ジ

ャム販売は行わない。500 円豆もちをおもち

ゃ屋ブースで販売する（三浦）；望月もち米提

供、前日の作成に喜代子手伝い、小池会長宅

に届けておく。当日の朝、後藤が回って車ご

と借りていく。 

10/18（日）あずさ部会（防災新館＋談露館） 

10/30（金）10 月第 2 例会 

11/3（火）文化の日；山梨 YMCA バザー（第 1

例会振替） 

11/22（日）伊東クラブ 40 周年記念祝会 

11/27（金）11 月第 2 例会 

12/5（土）山中湖クリスマス会（東京サンライ

ズとの合同例会） 

12/19（土）御殿場クラブクリスマス会（東山荘） 

1/15～16（金～土）新年例会 

3 月、4 月の卓話をする；候補の推薦をする。 

定刻で例会終了となり、時間の許すメンバーは

いつものサイゼで懇親を深めた。 

 

 

 

 

 



第 19 回 あずさ部部会 

 

望月 勉 

10 月 18 日、甲府クラブのホストによるあずさ

部会が、甲府市山梨防災新館 1 階オープンスク

エアで開催されました。あずさ部長、標部長の

開会点鐘、挨拶の後、各事業主査が東日本区事

業主任と挨拶しました。田中直前理事が、エル

マークロー賞とブースター賞の伝達式をして下

さり、ブースター賞はサンライズクラブの小山

さん、甲府 21 クラブの野々垣さん、エルマー

クロー賞は私が戴きました。感激も冷めやらぬ

内、小池富士五湖クラブ会長から顔写真入りの

ガラスの記念品を戴きました。エルマークロー

賞は木の盾でした。思いがけないプレゼントに、

またまた感激しました。 

第 2 部は記念講演として、重機メーカーの社長

雨宮清氏の「モノづくりを通しての国際貢献」 

～地雷除去に挑む 豊かで平和な大地への復興

～ の話を 1 時間 30 分講演していただきまし

た。前から雨宮さんの話に興味があったため、

山梨にもこんな人がいたのかと。大変感動する

お話でした。重機による地雷除去に人生をかけ

ている姿は、標部長も涙で感想を語っていまし

た。 

第 3 部懇親会は、会場をホテル談露館で場所を

移動して、17：00 より 18：30 まで行われまし

た。乾杯の後、エルマークロー賞の感想をと司

会者に指名され、私はエルマークロー賞はあず

さ部全クラブが頑張った結果だと、私はただそ

の一番前を歩いただけだと話をしました。お酒

と食事を楽しんだ後、2 次会に近くの居酒屋に

繰り出しました。富士五湖クラブは仲良く 10

人全員が参加しました。富士五湖がホストした

部会を除くと、10 人参加は今まで最高の人数で

した。お疲れ様でした。 

参加者：小池、望月 2、原 2、後藤 2、茅野 

三浦、武藤 

 

   標あずさ部長のあいさつ 

 

  相川 CS 事業主任と後藤あずさ部 CS 主査 

         揃っての… 

 

    望月メンのエルマークロウ賞伝達式 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

武藤五子 

10月18日は日曜日ということもあり、いつもは

仕事で参加する事が出来ない私も、あずさ部会

に出席する事が出来ました。 

望月さんのエルマークロー賞の伝達式にも立

ち会わせていただけた事も感激でした。 

また、記念講演の雨宮さんのお話は心温まるお

話しでした。使命感と目標が人間の能力を最大

限に高める。ありがとうには２つあり１つはビ

ジネスのありがとう。 

もう１つはお金にならないありがとう。 

だと話してくださり、ビジネスではないありが

とうを沢山言ったり、言われたりできるよう能

力を高めたいと思いました。 

懇親会の談露館のお料理もおいしく、２次会に

も参加させてもらい楽しい１日を過ごさせて 

いただきました。ありがとうございました。 

 

 

     賑やかな懇親会 

 

2015 年 10 月第 2 例会報告 

 

日時；2015 年 10 月 30 日(金)午後 8 時～9 時

50 分 

2015 年 10 月第 2 例会報告 

 

場所；富士吉田市ふれあいセンター 

参加者；小池、望月 2、後藤 2、茅野、三浦、

武藤＋マキちゃん 

小池会長より、あずさ部会お疲れ様でした。

富士五湖から 10 名もの参加が出来て良かっ

たです。今後とも宜しくと挨拶されて、議事

に入った。 

『11/3（文化の日）山梨 YMCA バザー』 

恒例のおもちゃ屋さん；小池会長準備、車ご

と用意しておく。 

豆もち販売；前日 AM に三浦作成、喜代子手

伝い。 

11/3 朝 8時に後藤 2が小池車で小池会長宅出

発、望月号（原 2、小池栄実果）。 

三浦・武藤＋マキちゃん（別車で現地合流） 

『11/22(日)伊東クラブ 40 周年』暖香園 14:00

～18:15 

望月 2、原 2、後藤明（申込は事務局）；当日

須藤さんの所に寄りたい。 

11/27（金）11 月第 2 例会（11 月第 1 例会は

バザー参加で振り替え） 

『12/5(土)山中湖クリスマス例会』望月 2、原

2、後藤 2、小池（17 時） 

『12/19(土)御殿場クラブクリスマス』望月 2、

後藤 2、三浦 

『1/15～16（金・土）富士五湖新年例会』場

所；小池会長が探して予約する。 

『3 月移動例会』3/12～13（土日）伊東温泉

で行い、須藤さん卓話を企画する。 

『4/16～17(土・日)DBC 合同例会』草津クラ

ブの一井さんより 3 クラブで琵琶湖湖西での

交流例会の案内がきた。望月 2、後藤 2 は春

季例大祭で無理。会長微妙。翌週 4/23(土)は

富士五湖最大の CS 事業のフライングディス

ク大会あり、準備が忙しく対応が無理。DBC

相手の大津クラブが解散した現状では、富士

五湖クラブはオブザーバーでの参加となる旨

も伝える。 

『その他の予定』 

1/9（土）在京新年会；ホスト八王子クラブ 

2/21（日）富士宮クラブ 20 周年記念例会 

 

地雷除去機の開発を

されている(株)日建

の 雨 宮 清 さ ん    

のお話 

 



 

3/5～6（土・日）次期会長・事業主査研修会 

4/23（土）富士五湖フライングディスク大会 

5/29（日）御殿場クラブ 30 周年記念例会 

5 月の卓話をする；候補の推薦をする。 

定刻で例会終了となり、時間の許すメンバー

はいつものサイゼで懇親を深めた。 

     
 

 

 

 

 

 

伊豆高原便りⅡ 

                                      須藤 繁 

 新しい土地に住む楽しさの１つは、それまで全く知らなかったことに気付くことです。 

皆さんは、この伊豆半島が火山として太平洋のはるか南方の海底で生まれ、何十万年もかかって日

本列島に近づいてきて、とうとう現在のように列島本体にくっついたなどということを知っていたで

しょうか。しかも、その火山の活動は最近まで続き、この伊豆高原と呼ばれるほとんどの地域は、火

山であった大室山などから流れ出した溶岩で出来た台地だというのです。私は何も知りませんでした。

でも、実際、この施設の庭には溶岩が至る所で顔を出していますし、施設から歩いて１５分ぐらいの

海岸に行っても、流れ出た溶岩が波に削られてできた昼メロ専用のような絶壁が延々と続いているの

です。それだけでなく、散歩の途中で気が付いたことですが、ここは土の少ない溶岩台地でありなが

ら、大木巨木が大変多いのです。周囲の人は暖地だからとも言いますが、それだけとは思えません。

そこで、その大木巨木が何という木で、なぜこの地に多いのか、「野山の樹木」という携帯本を買って

散歩の時に持ち歩いたり、最近では「樹は語る」〈清和研二著・築地書館〉という本を読み始めました。

そうしたら、物言わぬ樹が種の保存のためには私の想像もつかないような知恵を働かせていることを

知って、ページをめくるのが楽しみになりました。このように知らなかったことに興味を持ち続けれ

ば、そのうち、この地ならではの楽しみを発見できるではないかと少しワクワクしているところです。 

 

 

「あれや これや」 

                                      三浦洋美 

毎朝の日課、新聞を読む（一応端から端） 

10月23日の記事に興味を持った。  

山梨広告協会 秋季セミナー 

地域創生”今、わたしたちにできること”をテーマに 

（株）博報堂テーマビジネス開発局ビジネスコンサルタントの方の講演が 

10月28日に行われるという記事でした。 

誰でも参加できるという事で、偶然にも仕事がお休みだったので早速申し込みました。  

三浦家では家で食べていくだけでは多すぎるくらいの米やもち米を作っています。 

大石という地域は改良区と言って、畑や田んぼが密集している場所があり年々荒れ果てた土地が 

増えていきます。その場所を歩きながら、この場所は何とかならないのだろうかと一町民である私

が考えてしまいます。 

国、県、町が一体になり大きなくくりの中で農業ができないのだろうか、 

農業＝大変というイメージを超え子育て中のママや今新聞で特集されている引きこもりの若者達、 

 



 

誰もが誰かの役に立ちたいと思っていると思う。心身ともに豊かな社会ができないのかな等いろい

ろ思います。 

地方自治体、地域企業今まさに取り組むべき地域創生 

地域らしい仕事をつくる、生み出す仕事に地域らしさを・・・・。 

まちが仕事をつくり人をつくる。富士河口湖町は町長選が11月22日投票で行われます 

今のところは 2名の立候補者です。地域のことを真に考えている方に私は 1票を投じたいと思っ 

ています。 

 

 

≪山梨 YMCA だより≫ 

露木淳司 

暑いくらいの日差しに恵まれて、１１月３日、YMCA 全館を会場として盛大にバザーが開催されまし

た。ワイズメンの皆さんを始め、ボーイスカウト甲府５団、英語学校、プライムタイム、つぼみぐる

〜ぷ、ぶどうの木、理事常議員、職員、ユースリーダー、そしてご近所の皆様・・・、山梨 YMCA

に連なるすべての人々が文字通り一つとなって、準備から運営、あと片付けまで、年に一度共に汗を

流す感動的なイベントです。 YMCA ならではのこの行事も今年で第 55 回を数えました。道路拡幅計

画により現会館での開催はあと何回続けられるかという段階に入っています。形は変わるとしても

YMCA を象徴するイベントとして末永く続けて行かなければいけない意義深い活動です。皆様のご協

力に心より感謝すると共に、今後のご理解ご支援をより一層お願い申し上げます。 

11 月 26 日（木）、YMCA ではぴゅあ総合にて「明日の山梨 YMCA を考える集い」を開催します。多

くの参加をお待ち申し上げております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

  

11/3 日(火) 山梨 YMCA バザー(第 1 例会振替) 9 時～ 山梨 YMCA 

11/22（日）伊東クラブ記念祝会     14 時～   伊東温泉 暖香園 

11/27（金）11 月第 2 例会       20 時～   ふれあいセンター 

12/5 （土）山中湖クリスマス合同例会 13 時～（東京サンライズとの合同例会） 

12/19（土）御殿場クラブクリスマス会（東山荘） 

1/15（金）～1/16（土）新年例会 

1/29（金） 1 月第 2 例会（次期役員選出）20 時～ふれあいセンター 

 

  

つぶやき 

今年の 4 月下旬に伊豆高原に引っ越した須藤さんからお便りが届きました。今月 22 日の伊東ク

ラブの40周年記念祝会にも一緒に参加されるとのことで久々に須藤さんにお会いできるとみん

な喜んでいます。10 月のあずさ部会にも 10 名の大勢で参加することができました。色々な行

事に多くのクラブメンバーが参加できることを嬉しく思います。12 月に入ってクリスマス例会 

1 月には新年例会と続きます。これからもみんなで楽しんで活きましょう！！acco 


