
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               第 14 回富士山例会 集合写真 

 

 

  

 

10 月第一例会 

2015 年 10 月 13 日(火)PM8 時～ 

於：ふれあいセンター 

 

開会点鐘         原俊彦会長           

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         原俊彦会長 

 

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 

２０１６年 富士五湖クラブ １０月ブリテン 第１４３号 

国 際 会 長 ：Joan Wilson（カナダ） 

「私たちの未来は、今日より始まる」 

アジア地域会長：Tung Ming Hsiao （台湾） 

「ワイズ運動を尊重しよう」 

東日本区理事：利根川 恵子（川越） 

「明日に向かって、今日動こう 」 

あずさ部長：浅羽俊一郎(東京山手) 

「あずさ部は賜物の宝庫。もっと活かそうぜ！」 

  

富士五湖クラブ会長：原 俊彦 

  『一人ひとり持ち味を出して輝こう！』 

会長 原 俊彦 

副会長 茅野信雄 

副会長 望月 勉 

書記 後藤明久 

会計 武藤五子 

会計 望月喜代子 

直前会長 小池亦彦          

 

 

９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         ３０４８６円 

    寄付        △３００００円 

累計                ４８６円 

 

 

 

今月のハッピーバースデー 

 

  今月のハッピーバースデー   

7 日 須藤道子さん 

   27 日 原 淑子さん 

   おめでとうございます！ 

 

 

今月のハッピーバースデー 

10 月 2 日  三浦洋美さん 

10 月 10 日  須藤 繁さん 

10 月 23 日  望月喜代子さん      

 

おめでとうございます！ 

  

 

 



2016 年 9 月第 1 例会報告 

後藤 

日時；2016 年 9 月 2 日(金)午後 8 時～9 時 40 分 

場所；富士吉田市民ふれあいセンター 

参加者；原 2、望月 2、後藤 2、三浦、武藤 

原会長より、酷暑の 8 月が終わった。いよいよ富

士山例会です、よろしくと挨拶、議事に入った。 

富士山例会参加者について；acco 現状 20 名あま

り、45 名前後になると推測。 

露木バス；8 時 50 分に望月宅前集合。9 時富士山

駅から乗車開始する。堀内先生；馬返し登山から

参加、浅間神社わきで乗車。 

うどん；小俣商店；先発隊が間に合えば持つ。 

先発隊；原 2、望月 2、小池、acco  望月宅 10

時発。後発隊；武藤、マキちゃん、稲村浩子（武

藤友人）。三浦車 

バスコース；富士山駅→ハイランド→ベル駐車場。 

受付；小池、望月、（原）。差し入れは白ガム記入

貼る、一覧は宴会司会に渡す。 

今年は販売品なし、佐藤小屋から依頼されたもの

は販売する。 

バースデイプレゼント；小池 10 

鉄板奉行；①小池、駒②浦、軍③武藤、稲村④御

園生、三浦またはサンライズ 

タイムキーパー；露木（1 部 2 部とも） 第 1 部

15:15～16:15  第 2 部 17:15 中締め 20:30。 

中締め後、日帰り下山組はまとめて下る。 

おもてなし；駒ちゃん「マラソンに魅せられて 20

年」海外マラソンへの挑戦など・・・ 

司会；第 1 部：後藤明久 第 2 部：小池  乾杯：

浅羽あずさ部長 中締め：御園生サンライズ会長 

ご来光ウォーク；小池、駒ちゃん（ピンチヒッタ

ー後藤明）；前日 23 時までに寝る事が参加条件。 

2 日目お楽しみウォーク；奥庭散策 

カラオケマイク、レクマイク；三浦準備（第 2 例

会届ける） 

事前買い物；9/23（金）午後 1 時 30 分望月宅集

合。 

団体保険加入する；武藤担当 

11 月伊東移動例会；acco アンダリゾート予約済

み。 

定刻になり閉会。 

 

 

2016 年 9 月第 2 例会報告 

後藤 

日時：2016 年 9 月 23 日(金)午後 8 時～9 時 30 分

場所：富士吉田市民ふれあいセンター参加者：原

2、茅野、後藤 2、望月(喜)、武藤、マキちゃん、

三浦 ゲスト：西村さん 

原会長より、富士山例会がいよいよ明日になりま

した。助っ人として京都から西村さんが来てくだ

さいました。今夜は最終確認を行い、明日からの

富士山例会を成功させましょう。また 20 日に手

術を受けた望月さんが術後から劇的に回復して、

明日の富士山例会に参加できることはとてもう

れしいことです。とあいさつがなされました。 

早速、スタッフプログラムをもとに最終確認を行

いました。プラグラム運営の確認などを終えて翌

日に備えて早めの閉会となりました。 

 

 

第 14 回 富士山例会  

小池亦彦

2016年 9月 24日(土)～25日(日)於：佐藤小屋                 

今年も富士五湖クラブ恒例の東京サンライズ&富

士五湖クラブ合同 富士山例会を富士山五合目佐

藤小屋にて実施いたしました。 誰もが晴れを確

信しながら---始まりは雨 途中ドシャ降り--各

位こんな雨の富士山例会は初めての経験でした。 

初めて参加の方々をお迎えするのに なんてこ

った--ですがそこは何でも良いほうに考える富

士五湖ワイズの良さ? 各位一生懸命楽しもうと

ワニワニしました。 はじめに雨の洗礼を受けた

のが吉田口馬返しから五合までの登山隊でした 

皆さん雨は覚悟でしたが ここまで降るとは思わ

なかったと思います。  

ですがそこは駒ちゃん隊長の元 20名弱の隊員 

笑顔? 無事に佐藤小屋到着 恒例のきのこ狩り

は悪天候の為に中止ここで強力な助っ人登場 神

戸ポートクラブの大野さんのギターに合わせて

ワイワイと東京サンライズクラブとの合同例会 

あずさ部長公式訪問 今年は京都洛中クラブの



方々にもご参加いただきました。 ハッピーバー

スデイの思考と 佐藤小屋 エッちゃんからの

マツタケ紹介では毎年の一同のどよめきこの天

然マツタケは後ほどマツタケご飯でオムスビに

変身したのでした。 

 

プチ講演は駒ちゃんガイドのマラソンに魅せら

れて 20年-皆様ウナズキナガラ--いよいよバーベ

キュー大会の始まり しかし外は強風と雨 乾杯

は・・・ 外の鉄板奉行の心配をヨソニすでに広

間では 始まり始まり最初にとにかく何か--焼

きそば隊発動 バーベキュー肝心のお肉を焼く

のにテンヤワンヤ はじめから手伝ってくれた 

ユースのメンバーのおかげで鉄板の冷める間も

無く しかし悪天候の為いつもの半分の鉄板しか

使えず四苦八苦 夕闇せまる頃 雨は小降りに下

界の忍野平野(昔は湖だったので平い)に虹がか

かり富士吉田の明かりがつき始める頃 やっとい

つものバーベキューらしくなって参りました 

あちらこちらで輪になって語らい飲みにゅけー

しょんの花が綺麗 今年は早めに就寝と言ってい

たのが--- 

最後は 3時近くまで語らいは続き 

 

 

 

 

 

 さて翌日のご来光は 6合目ハイキング隊いざ 

薄明かりの中森の中を 30分ほどで富士山全景 

おービューティフル それも山頂は少し雪化粧 

初冠雪? 珍しい富士山に一生懸命シャッター 

それを見てか控えめに雲の中からご来光 昨日と

は違い大変良い天気 これなら二日目の奥庭ウ

ォークもばっちり奥庭では走りの紅葉とすっき

りとした富士山そして上九一色--いや富士山

YMCAを見ることが出来ました。 

 

 最後の温泉につかり 各位色々な思いを胸に惜

しみながら昼食後解散-- 

初めて荒天の富士山例会でした予想外だらけで

バタバタでしたが新たに組み立てて来年に向け

てしっかりスタートした東京サンライズクラブ&

富士五湖クラブ合同富士山例会でした 

≪ニコニコ≫ 

 

板村哲也さん（東京武蔵野多摩）盛り沢山の楽し

みと料理、ありがとうございました。

富士五湖クラブ、東京サンライズクラ

ブの皆さま、大変お世話になりました。

良い思い出になりました。 

 

大野信幸さん（洛中）最高の初山小屋体験でした。

京都に住まいしている者には中々経

験できない富士山。 

     ワイズの仲間にサポートして頂き感

謝です。山小屋の大変さはお話を聞か

ない限りわかりませんでした。京都洛

中の仲間にも是非、経験して頂きたい

プログラムでした。 

 

 



山本剛史郎さん（川越）すばらしい例会だと思い

ます。年に 1 回だけなのがもったいな

いです。 

      CS 事業として何かできないものか

と思います。 

 

松村仁子さん（甲府 21）初めての参加ですが、心

が暖かくなるすばらしい会です。富士

五湖クラブの方々のよき伝統と力を

感じました。来年生きていたら又参加

させてください。望月さん、ほんとう

におめでとうございます。 

 

西村寛子さん（京都ゼロ）富士五湖クラブの皆さ

んの準備から運営までのご活躍を拝

見し、頭が下がります。 

     ご努力に対して参加者の笑顔が感謝

を物語っています。ありがとう 

 

浅羽俊一郎さん（東京山手）まずは富士五湖クラ

ブのこのプログラムに参加させても

らい感謝します。 

      新しい出逢い、山での一泊の貴重な

経験でした。又、来年も来たいです。 

 

大野 勉さん（神戸ポート）以前から寄せていた

だきたかった富士山例会にやっと参

加でき感謝です。 

     参加者のみなさんの何とお元気なこ

と！やはり山はいいですね。 

     来年は山頂をめざしたいと思います。

又、ヨロシクお願いします。 

 

HAIKU By PETER さん（ユース） 

雨の中 富士山例会 佐藤小屋 

 

竹内俊樹さん（京都洛中）美しい自然、味美な食

事、深いホスピタリテイ 

     本当に楽しい 2 日間でした。ありがと

いうございます。 

 

竹内真佐子さん（京都洛中）1 日目の雨がウソの

ように翌日はお天気に恵まれ、人生初

の富士山から朝日を観ることが出来

感激♪です。今回の世界一の場所での

例会に参加させていただき、多くの

方々と貴重な時間を過ごせた事を有

難く嬉しく思います。お忙しい中、準

備をして下さったメンバーの方々あ

りがとうございました。 

＊今回は初参加の方のニコニコを掲載させてい 

ただきました。 

 

 

京都部会に参加して                                                                 

原 俊彦 

第21回京都部部会が京都プリンスクラブのホス

トで宝ヶ池のホテルで開催されました。 

今回参加した理由は2つありました。一つは大変

親しい関係にある京都プリンスの廣井さんが京

都部部長に就任されそのお祝い、もう一つは京都

洛中クラブの皆さんと再度お会いしDBCに向けた

交流を更に深めたいと言う思いでした。会場に着

いて部会の栞を見てビックリ！！ 

部会と言うのに出席者数が420名、プリンスホテ

ルの最も大きな宴会場がテーブルと人で埋まり、

東日本区で言えばほぼ区大会の規模。 

部会が始まったのが午後3時、途中3つのアトラク

ションが有り食事・懇親会が終わったのが何と8

時過ぎ・・・これに先立ち午後1時からの新クラ

ブのチャーターナイトにも出席した為、合計7時

間にも及ぶ会合に些か疲れた1日となりました。 

翌日は、京都洛中クラブの大野ワイズの染色工房

にお邪魔し工場見学をさせて頂きました。 

大野さんは京都に於ける江戸小紋の染色家で数

年前に通産大臣賞を、昨年は褒賞を受賞された京

染め界の第一人者です。一時間半ほど工場を案内

して頂き、京染め特に江戸小紋の奥の深さと大野

さんのこだわりに感動しました。 

9月の富士山例会には大野さんも参加されますの

で、DBC 締結に向けた交流が更に進む事を期待し

ています。 

 

 

 

 



 

あれやこれや 

                          

                  

 

 

 

 

 

 

 

何ごとも経験で頑張っていけそうな気分、来年はより中身を充実させて頑張っていきたいと思います。

なぜか、我が家にスズメバチの巣がいっぱい出来て仕事もいっぱい＾＾忙しい夏でした。今スズメバ

チの巣の駆除に苦慮しています＾＾ 

 

≪山梨ＹＭＣＡだより≫ 

 

11 月 3 日はバザーです。第 56 回になります。時代を超えて世代を超えて、オール山梨ＹＭＣＡが一つ

になる年に一度のイベントです。今年もご協力よろしくお願い申し上げます。 

さて、この一年、オールジャパンＹＭＣＡで取り組まれてきたＹＭＣＡブランドを再生する作業。日

本中のＹＭＣＡ関係者、また、ＹＭＣＡとは関わりを持たない人々からも広く情報を収集し、整理分析

し、このほど、ようやくそのコンセプトが発表されました。 

まずはＹＭＣＡが実現しようとしている世の中の姿としてのヴィジョン、それは、互いを認め合い高

め合う「ポジティブネット」のある豊かな社会を創ることです。ＹＭＣＡが利用者に提供する価値とし

ては三つあり、まずは利用する一人ひとりが何かやりたくなることを見つけることができる場所であり

たい。次に新しい出会いや、地域や世界の誰かとつながることができる場所でありたい。そして三つ目

としては、ＹＭＣＡでしか得られない、かけがえのない出会いや経験を通して、誰もが変わることがで

きる、毎日を生き生きとしたものにできる、そういう場所でありたいということです。つまり「見つか

る」「つながる」「よくなる」これが YMCA バリューであって、さらにブランドとして備えているべき個

性（ブランドパーソナリティー）としては、オープンで分かち合いの精神の下に、前向きで、周りを惹

きつける魅力を持つもの、とされました。 

こうしたコンセプトを基盤に、ブランディングのこれからの作業として、全国共通のスローガンやロ

ゴマークなど、統一したメッセージを発信するためのツールが開発されることになります。 

 山梨ＹＭＣＡも、道路拡幅の影響による会館取り壊しなどを控え、大きな岐路に立たされています。

このブランディングの流れを大いに活用して、時代の波にしっかり乗って新しく生まれ変わる千載一遇

のチャンス到来！と感じています。 

 

 

 

 

 

 

 

後藤明久 

今年の夏もモロコシで終わりました＾＾毎日 3 時 30

分おきで畑で 4 時開始。今年は実入りが早く 7 月 24

日から 8 月 31 日まででした。お休みしたのが 3 日の

みで毎日モロコシ漬けでした。まだモロコシ屋さん 2

年目の新米ですので、収穫日決めが難しく、聞きなが

ら頼みながらの仕事で大変でした。 

これからの予定 

10/14(金) 20 時～   10 月第 1 例会        ふれあいセンター 

  10/22(土) 13 時 30 分～あずさ部会       在日本韓国ＹＭＣＡアジア青少年センター 

  10/28(金) 20 時～   10 月第 2 例会        ふれあいセンター 

  11/3(木)        山梨 YMCA バザー(第 1 例会振替)   山梨 YMCA 

  11/26(土)～11/27(日)  第 2 回 伊東移動例会    Anda 伊豆高原 

  12/3(土)        クリスマス合同例会     東京 YMCA 山中湖センター 

 


