
 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月のデータ 

会員数     １１名 

例会出席           ９名 

担当主事           1 名 

ｺﾒｯﾄ              １名 

例会出席率    ８２％        

ニコニコ BOX       ２９，８２１ 円 

累計            ２９，８２１円 

 

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！ 

  

 

 

 

 

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  ９月ブリテン 第１７９号 

国 際 会 長 ：Jennifer Jones(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ) 

「Yes、we can change」 

アジア太平洋会長：田中博之 （日本） 

「アクション」 

東日本区理事：山田敏明（十勝） 

「勇気ある改革、愛ある行動！ 」 

あずさ部長：赤羽美栄子(松本) 

「あなたの入会時の“ときめき”と多くの経験をワイズのために！」 

  

富士五湖クラブ会長：望月喜代子 

  『楽しみながら一歩一歩』 

会長 望月喜代子 

副会長 後藤昭子 

副会長 原 俊彦 

書記 後藤明久 

会計 武藤五子 

会計 望月 勉 

直前会長 後藤明久          

 

 

 

１０月第１例会  

 

２０１９年１０月１４日ＰＭ8時～ 

     於：ふれあいセンター   

１、開会点鐘          

２、ワイズソング＆ワイズの信条            

３、会長あいさつ  

４、議事 

７、ハッピーバスデー＆アニバーサリー 

８、閉会点鐘           

  

 

 

 

第 17 回富士山例会 



 

2019 年 9 月第 2 例会 

 

日時；2019 年 9 月 28 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；望月 2、原 2、後藤 2、三浦、武藤＋ま

きちゃん、小池 

望月喜代子会長より、いよいよ明日から富士山

例会です。準備を進めたいと思います。よろし

くお願いしますとの挨拶で始まりました。富士

五湖スタッフプログラムでシュミレーション

しながら打合せした。 

第 17回富士山例会について；2019/09/28-29（土

日） 

参加者についての案内が事務局よりなされた。 

ニコニコ担当；三浦。募金は例会で募る、ニコ

ニコ用紙は帰るまでにボックスに入れてもら

うようにする 

馬返しからの登山隊；小池ガイド＋11 名。9 時

富士山駅～山梨 YMCA バスで移動。 

小池ガイド日帰り＞ご来光ツアーは久保田さ

んに頼む。 

12:45 富士山駅～13 時ベル集合出発。大野車、

前原車、竹山車は直接佐藤小屋へ。 

富士五湖先発隊；望月トラック車、ワゴン車（望

月 2、原 2、acco） 

後発隊；三浦車、武藤車（白須うどん）。福田

登山できず、13 時ベルへ来る。 

ピーター、薬袋＞山梨 YMCA7:30 で乗ってく

る。 

14:00～14:30 えっちゃん先導でキノコ狩り（遅

くとも 15 時には帰る） 

＊集計；交通手段も含めて、事務局でまとめて

把握していく。 

オプショナルツアー；五合目バス停横からお中

道下り＞雨天時は世界遺産センターに直行す

る。 

料金；宿泊 12000 円、日帰り 6000 円。ユース

割；学生は半額。 

午後買い物は海鮮類、野菜：喜代子・淑子；カ

ボチャ、トウモロコシは後藤。 

料理；豚ロースを厚めに切る。うどん 20 玉。

キャベツ 2 玉。3 台で焼く順番を決めて貼り出

す。トウモロコシは、前日に冷凍庫から出して

解凍していく。 

アピールタイム；開始１時間後に設定、各クラ

ブやゲスト紹介をする。 

流れ；第１部焼き＞アピールタイム＞第２部焼

き＞中締め（次期会長 acco） 

焼く順番表を作り、貼り出す（acco） 

インフォメーションで、他人を入れないように

アナウンスする。 

保険；宿泊人数、日帰りでボランティア保険加

入済み、後からは入って無い（三浦） 

宿泊者は生年月日を確認する。＊来年は保険に

入る期日を明示する。 

ファンド；ｽｲｰﾄﾍﾞﾘｰ特製ゼリー＠350 で３個で

1000 円。石 500 円を 20 セット＞受付で販売す

る。 

お楽しみの時間；福田主事の話し「よもやま話

し」 

最後の打ち上げは、泉水。 

出欠；10/12（土）八王子 25 周年；望月 2、後

藤 2、原 2（直接） 

10/19（土）あずさ部会；望月 2、acco、原 2（直

接） 

10/23-24（土日）筑波移動例会；青木屋予約（茅

野）。原：10 月第 1 例会お休み。 

明日からの富士山例会宜しくお願いします、お

疲れ様でした。 

 

 

 

 

 



第 17 回富士山例会 

 

2019/09/28-29                    

後藤明久 

朝 8 時 45 分、富士吉田法務局で、露木総主事

運転の山梨 YMCA マイクロバスと後藤が待ち

合わせ、富士山駅で登山組を迎えて、馬返しに

向かいました。今回は、小池ガイドで、八王子

久保田さん率いる高尾山組と、甲府から薬袋さ

ん、ピーターさん、宇都宮からホームステイし

ているエスベン、鈴木北東部長の総勢 12 名で

した。良いピッチで午後 2 時前には佐藤小屋に

到着したようです。 

バスは休憩して、富士山駅 12 時 45 分、河口湖

ベル 13 時に迎えに回り、13 名を乗せて一路佐

藤小屋へ向かいました。心配された天気も良く

なり、五合目では下界がきれいに見えました。 

 

2 時ころに佐藤小屋に到着、佐藤小屋奥さんの

えっちゃんの先導で、キノコ狩り体験をしまし

た。取ったキノコは佐藤小屋ご主人の保っちゃ

んに選別してもらいました。1 割くらいが食べ

られるようで、翌朝食事に提供されました。 

15 時前には、直接車で来る方々も到着し、旧交

を温めながら、受付、部屋割りを済ませて、大

広間に集合し、第 17 回富士山例会第 1 部が開

始されました。司会は後藤明久メンで、acco さ

んのインフォメーションで始まり、望月喜代子

会長の開会点鐘、ワイズソング＆ワイズの信条

の唱和、ゲスト紹介、クラブ紹介などの参加者

の紹介、東京サンライズと富士五湖クラブの合

同例会ですので、両会長挨拶、赤羽あずさ部長

の公式訪問での挨拶、山梨 YMCA 露木総主事

の山梨 Y の現状と新会館建設の話などを聞き、

9 月生まれのハッピーバースデーで、喜代子会

長から記念品を渡し、皆で歌って祝福しました。

菰渕光彦副会長の閉会点鐘で第 1部終了しまし

た。 

 

ニコニコ BOX として、皆から献金を集めまし

た。一部は山梨 YMCA 新会館建設基金になり

ます。ファンドとしてスイートベリー

KATUYAMA のゼリーやペーパーウェイトの

販売も行ないました。ご協力ありがとうござい

ました。 

第 2部懇親会のバーベキュー準備中のおもてな

しの時間では、福田奈里子担当主事による卓話

がありました。福田主事の YMCA との出会い

から、世界中の人たちとの交流を通して、現在

の山梨 YMCA へとつながっている。いろいろ

な人たちの価値観の違いやそれを受け入れら

れるようになったとの事。楽しい笑いの多い一



時であっという間に終わりました。福田さんを

担当主事に欲しいという声も聞きました。 

準備も整い、外に出て、まずは記念撮影です、

甲府クラブの標会長の本格的三脚をトラック

の荷台に載せて、オートシャッターでハイチー

ズ。50 名の大宴会の始まりです。 

望月勉メンの司会進行で、佐藤小屋からの差し

入れの「こけもも酒」で赤羽あずさ部長のご発

声で乾杯して、50 名の大バーベキュー大会が始

まりました。3 台の鉄板を使って、じゃんじゃ

ん焼いて行きます。 

 

最初は忍野村産トウモロコシの皮ごと丸焼、香

ばしく美味しいですね。厚い豚肩ロースから始

まり、野菜、海鮮、鶏肉、牛肉と盛りだくさん。

鉄板奉行は、三浦さん、武藤さん、東京武蔵野

多摩の渡辺大輔さんで、ホームステイしている

デンマークのエスベン君や武藤さん友人の稲

村さんのご協力にも感謝します。十勝の山下さ

んの活躍には頭が下がります。 

30 分ほどして、各クラブや参加者の皆さんから、

スピーチをしてもらいました。さすが 50 人い

るとワイワイお盛り上がりです。北は北海道、

南は京都、遠くはデンマークからの参加者があ

り、天候も心配されましたが、下界も良く見え

て最高の交流のひとときでした。 

定刻になり、当日の日帰り組は一緒に下山しま

した。残りは、ゆっくり話しながら懇親を深め

ました。筆者も翌日のバスの運転があるので、

日が変わる時には就寝しました。最後は 1 時 30

分頃との事でした。 

翌日の早朝ウォークは、久保田さんに先導をお

願いしてあり、4 時の時点では雨で、やんでか

ら 12 名ほどで 5 時頃出発して 6 合目の稜線ま

でのウォークを楽しんだようです。日の出は無

かったですが、すがすがしい景色を見られたよ

うです。 

7 時過ぎから大広間で朝食タイムです。いなり

寿司、ウインナー、玉子焼き、野菜サラダ、た

くあん、豚汁に、うどんと朝から盛りだくさん

でした。終了後、京都洛中の面々や東京サンラ

イズの小山さん、菰渕さん、東京西の大野さん、

赤羽あずさ部長、和歌山紀ノ川の志波さんなど

が下山、残りの皆さんは、2 日目のオプショナ

ルの 5 合目からのお中道下りに向かいました。

マイクロバスと望月車 2台で分乗して新 5合目

に移動、雲上閣横の階段で記念写真を撮り、望

月勉さんの先導によるウォーク開始です。天気

が劇的に良くなり、青空も見え、素晴らしい景

色を眺めながらの良い歩きでした。 

 

奥庭駐車場で、バス隊と待ち合わせ、一路泉水



へ。皆で汗を流して、昼食をとり、解散となり

ました。富士山駅、富士急ハイランドバス停、

河口湖ベル駐車場にそれぞれ送り、後藤 2 はバ

スを甲府の山梨 YMCA に届けて終了。東京武

蔵野多摩の山口さん、宮内さん、原 2 は望月宅

へ寄ってから帰宅しました。二日間お疲れ様で

した。 

 

 

〈ニコニコ〉 

 

☆天気サイコー、BBQ 酒サイコー、人サイコ

ー‼アピールもいっぱいできました。 

ありがとう‼又きます。   京都洛中 西村 

 

☆はじめて参加しました。富士山で楽しい体験

ができてよかったです。富士五湖クラブの皆さ

んは準備が大変だったと思います。ありがとう

ございます。また参加したいし、楽しかった思

い出を他のワイズに伝えたいです。所沢 東 

 

☆6 合目からの朝の風景はとってもすばらしか

った。             ピーター 

 

☆又、来られた。富士山と友達。 

最高の出合いとお酒。心ゆくまでおしゃべりを

させてもらいました。また来年来られる事を 

お祈りしたい。           岡西 

 

☆2007 年来、全出席が昨年と切れた。 

今年から又頑張るぞ。        宮内 

 

☆ワイズメンらしくみんな仲良く、協力して例

会プログラムを進行していく姿はいつもなが

ら素晴らしいです。富士五湖クラブと佐藤小屋

の皆さまには感謝です。   宇都宮東 鈴木 

 

 

 

☆富士五湖クラブの皆さま、お疲れさまでした。 

高校の修学旅行以来の富士山でしたが楽しい

ひと時を過ごせたことに感謝いたします。 

和歌山紀の川 志波 

 

☆今回、御園生さんの友人として富士山例会に

参加させて頂きました。ワイズの皆さん、佐藤

小屋のスタッフの方々の暖かいおもてなし本

当に嬉しく感謝でいっぱいです。    橋口 

 

☆とても楽しい時間を過ごさせて頂きました。 

ありがとうございました。       山田 

 

☆感謝！！感謝！！の富士山例会   山口 

 

☆今回もまたお世話になりました。 

おいしい BBQ と沢山の酒 大いに楽しみまし

た。有難うございます。今回は別件所用で一足

先に失礼致します。皆さまお元気で今後ともど

うぞよろしくお願い致します。     板村 

 

☆楽しい例会 ありがとうございます。 

毎年続けてください。                Como 

 

☆やっと 5 合目まで歩いてきました。 

久しぶりの登山、だんだん山登りはむりになっ

ておりますがはいかいはまだまだです。薬袋 

 

☆毎年の富士山例会、お世話になっております。 

大好きな富士山例会は 17 回のうち 13 から 14

回出席か。馬返しからの登山は 7 回目。これも

6 回登り小池さんにはガイドありがとうござい

ます。今回は名刺の「久保田」を駅で割ってし

まい手ぶらで来てしまいました。これからも富

士山を PR し続けています。この例会に参加で

きることに感謝。          久保田 

 



☆予想以上に天候に恵まれたことが例会成功

の最大ポイントでした。バーべキューの中で最

大限の交流が図れて、皆さん本当に楽しそうで

満足そうでした。こちらも十分楽しませてくれ

ました。               原 

 

 

 

☆昨年は台風の影響で 1 週間遅らせて開催し、

25 名という参加者でしたが、今回は微妙な天気

予報でしたが、50 名という多くの参加者を得て、

盛大にできて感激です。東京の面々や京都との

縁も更に深くなった実感、また伺う機会も増え

て行くでしょう。少し休んでまた八王子クラブ

25 周年、あずさ部会と続きます。元気いっぱい

で進んでいきましょう。       後藤 

 

「あれやこれや」 

原 俊彦 

 

 

 

 

 

もちろん家長である私に歯向かう事は無く、もっぱら自分より下に位置する家内に向けてでの話で

ある。でも所詮 3キロほどの小さい子犬の事、捕まえて片手で軽々持ち上げれば何も抵抗できず、

直ぐに可愛いペットに早変わり・・・二人(？)のバトルは毎日のように繰り返され、お陰でマロン

の存在が家内のボケ防止に大いに役立っているのかも知れません。 

かく言う私も実はこの夏、マロンが欠かせない存在である事を知らされたのです。 

ここ数年、酷暑の東京を避け夏の間は涼しい河口湖で長い時間を過ごす事が多くなりましたが、今

年は家内が東京で欠かせない用事があった為一週間ほどたった一人での生活を余儀なくされまし

た。マロンもいないため日課となった朝の散歩ももちろん無し・・・流石に 3日目ともなると体が

鈍り渋々一人で何時もの散歩コースを歩きました。何時もはアッという間の一回り、一時間ほどの

道のりですが、その距離の長い事・・・こんなにも長い距離だったかと「一人散歩の難しさ」を痛

感・・・ペットと暮らす何気ない日常の生活の中にも、お互い助け合いの関係にある事を思い知ら

された次第です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

笛吹のショッピングセンターでマロンと感動の出会いをしてから早や 5 年、最

初は「借りてきた猫」のように全てに遠慮しがちだった可愛いだけの子犬が・・・

今は豹変、自分の思う通りにならないと小さい身体を震わせ、時には金切り声

で要求貫徹、ワガママ放題、見事に成長(？)したのです。 

これからの予定 

 

10 月 11 日     10 月第 1 例会 

10 月 14 日     あずさ部部大会 松本 

10 月 25 日     10 月第 2 例会 

11 月 2 日     山梨 YMCA バザー 

11 月 23 日～24 日  つくば移動例会 

12 月 7 日     山中湖クリスマス合同例会 

 



〈山梨 YMCAだより〉 

備えを万全に！ 

山梨 YMCA総主事 露木淳司 

今年の夏は、天候不順の影響でブドウ農家にはずいぶん打撃だったようです。先日、フクロウく

らぶの定例活動で牧丘までブドウ狩りに行って来ました。そこのご主人の話では、例年に比べ色も

味も低調で、特に種ありの巨峰は全滅だ、と嘆いていました。私の住んでいる北杜市は水田が多い

のですが、こちらは先日の台風で稲穂がみな倒されています。無事収穫できるのか、心配です。農

作物は本当に天候次第で、その運命は神のみぞ知るという感じです。YMCAの事業も同じです。時代

と地域特性に応じて、行政の対応など正確な情報をキャッチしながら、先手先手の予防策を考えな

いと大打撃を受けることになります。 

今、山梨 YMCA では児童発達支援事業と学童保育が追い風を受けて伸びています。この勢いはい

つまで持続できるのか。想定外の事故や事件が勃発して、窮地に陥るようなことにならないか。常

に最悪の事態を予測して備えを万全にする必要があります。今年の秋の農作物の被害を目の当たり

にしながら、今の事業運営の在り方について改めて再確認の必要を感じています。 

早いもので 2019 年度も上半期が終わろうとしています。上述の児童発達支援事業、すなわち甲

府市の２拠点で実施中の「ぽかぽか教室・きらきら教室」、中央市を拠点とする「りんごの木」が

ようやくフル稼働に近づいており、私の総主事就任 10 年目にして始まって以来の黒字運営となっ

ています。まだまだ前途は多難。特に建設が始まった新会館が無事竣工にたどり着くか、資金繰り

が問題なく進むのか、はたまた、新規事業として予定している保育所や新ぶどうの木はうまくいく

のか。期待と不安の入り混じる今日この頃です。今やるべきことを一つ一つ粛々とこなし、勇気と

希望を持って乗り切ろうと思います。  

さあ、11月はバザーですね。今の会館とのおわかれバザーになります。献品と当日のご協力よろ

しくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…つれづれ… 

 夏は公私ともにバタバタしていて、また最近はパソコンの入れ替えなどあり 

ブリテンの編集がだいぶ遅くなってしまっていた。3 日前から気合を入れて集中！！ 

10 月第 1 例会は台風で中止。本日の第 2 例会になんとか間に合ったよ。acco 

 

 


