
 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月のデータ 

会員数     １１名 

例会出席            ６名 

担当主事            1 名 

ｺﾒｯﾄ・ﾏｺﾞﾒｯﾄ          ５名 

例会出席率    ５５％        

ニコニコ BOX          ０ 円 

累計              ０ 円 

 

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１７８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          

 

 

 

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！ 

 

 

 

 

 

第１７回富士山例会 

 

９月２８日（土）～ ９月２９日（日） 

於：富士山五合目 ‘佐藤小屋’ 

第１部 例会  PM３時１５分～ 

１、開会点鐘      望月喜代子 会

長    

２、ワイズソング＆ワイズの信条       

３、会長あいさつ    望月喜代子 会

長   

            菰渕 副会長    

４、ゲスト紹介＆参加クラブ紹介   

５、ゲストあいさつ 

６、HappyBirthday&Anniversary   

７、諸報告  

８、YMCAのうた                                 

９、閉会点鐘      菰渕 副会長     

おもてなしの時間    福田主事のお話 

記念写真  

第２部 バーベキュー懇親会 PM５時１５分～ 

第３部 星空の集い 

９月２９日（日） 

早朝４時４５分 御来光ウォーク（希望者） 

AM７時３０分～  朝食 

８時３０分～ お楽しみ散策 

PM１２時～   温泉＆昼食(泉水) 

PM１時３０分～  解散 お疲れ様でした！ 



 

8 月納涼例会 

 

日時；2019 年 8 月 3 日（土）。場所；原さん別

荘。 

参加者；原家 5、後藤 2＋息子、三浦、武藤＋

マキちゃん、福田主事。 

原さんの鳴沢での別荘で、久しぶりのバーベキ

ュー例会となりました。後藤家は 2 名の予定で

したが、肉を受け取りに行くときにトラブルが

あり、急遽息子を頼んだ次第です。例会でもあ

るので、原副会長の挨拶と原家、及び参加者の

紹介をして、例会開始となりました。テントを

張って、ライトもつけて、夜までばっちりです。 

 

 

 

トウモロコシや美味しい野菜、肉を焼きながら、

わいわいがやがやと楽しい一時を過ごしまし

た。皆の夏のひとときをゆったり楽しみました。

ワイン、ビールなどお酒も頂き、ノンアルコー

ルも準備したので、皆ご機嫌です。。。 

予定通り、夜まで楽しく過ごし、片付けして解

散となりました。お疲れ様でした。 

 

 

2019 年 8 月第 2 例会 

 

日時；2019 年 8 月 23 日(金)午後 8 時～9 時 45

分 

場所；富士吉田市ふれあいセンター 

参加者；原 2、望月（喜）、後藤（明）、三浦、

武藤＋まきちゃん 

望月喜代子新会長より、忙しい夏、ご苦労様で

す。毎年のことですが、富士五湖クラブは夏の

仕事の方が多く、大変ですが、よろしくお願い

しますとの挨拶で始まりました。 

第 17回富士山例会について；2019/09/28-29（土

日）再度広報で Y’s.com へ流す。（acco） 

原；京都プリンス、京都洛中、御殿場クラブな

どへ参加依頼を出す。後藤；甲府などに参加依

頼する。 

オプショナルツアー；五合目からお中道下り 

バスは山梨 YMCA 露木総主事に依頼済み。赤

羽部長公式訪問 

馬返しから佐藤小屋へのハイクは、久保田さん

他、高尾山組数名。 

料金；宿泊 12000 円、日帰り 6000 円。ユース

割；学生は半額。 

料理；豚ロースを厚めに切る。うどん 30 玉。

キャベツ 4 玉。3 台で焼く順番を決めて貼り出

す。 

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） 

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；半日、宿泊で加入する（三浦）；吉田社

協と郵便局。名前と年齢必要。 

筑波移動例会 10/23-24（土日）筑波でゆったり

する。茅野さんが担当する。 

原；アジア大会でファンド販売しました、30000

超の売り上げ。貝中心に出店、15000 円ファン

ドへ。3 日間販売したが、1 日目のみ客が来た。

DBC、IBC へ土産で配った。 

《今後の予定》9/6（金）9 月第 1 例会。9/27（金）

9 月第 2 例会、日中買い出し。 

八王子 25 周年：10/12（土）13:00 わくわくビ

レッジ＠3000 原保留、望月 2 

あずさ部会：10/19（土）松本深志斎館 原 2、

望月 2、明久×、acco 確認中。 

甲府 21 ぶどうの棚の下例会：9/21（土）ぶど

うの丘公園；参加出来る方は事務局まで。 

議事中心で終了。夏ももう少しです、皆さまご

自愛ください。お疲れ様でした。 

 

 

 

夏休みの想い出 

                                         

須藤 繁 

ここ数年、酷い暑さを避けて、旅行は春か秋と

したので、夏休みは娘たちや親しい友が訪れる

季節になった。それでも美味しい店を探したり、

珍しい所に案内したりすると、それが２，３日

の間であっても結構疲れて、彼らが帰って初め

て私達の夏休みが始まるような気がする。もう

１つ、こちらに来てしみじみ夏休みになったの

だなと思う景色に出会うことがある。それは熱

海から伊東のこの地まで延々と続く車の渋滞

の光景である。空いている反対車線を運転しな

がら、この人達が東京に着くのは夜中になるだ

ろう、運転しているお父さん達よ頑張れとエー

ルを送るのが常である。 

三浦洋美 

 昨年、一昨年と奄美大島に行っていたのです

が今年は三重県津ヨットハーバーで行われる

ハンザ（アクセスディンギー）ヨットの大会に

参加することと、三重県を楽しむことを目的と

し、3 泊 4 日のバカンスにマイカーで娘と出掛

けて行きました。大会は土曜日でしたので金曜

日の朝出発！ 

先ずはナガシマスパーランドを目指しまし

た。夏休みという事もありすごい人、人、人で

した。流れるプールや波の来るプールいろいろ

なプールで半日楽しみお宿に向かいました。宿

といっても三重の友人宅。レンタル布団代だけ

の出費です。12 人での夜の酒盛りに一番お金が

かかりました。(*^。^*) 

 

二日目私達親子はレースには出ませんでした

が、レース観戦船に乗り夏の海を楽しみました。

レース後は懇親会。河口湖から頑張って来てく

れたということで特別賞を頂きました。 

三日目は他の方々は交流レースに参加、私達親

子は鳥羽水族館と天空のポストとして有名な

山の頂上にポストがあり、手紙を投函すると良

いと言われています（恋愛が主） 

最後の夜はみんなで近くの日帰り温泉を楽し

み夜には酒盛り、次の日は帰路に向かいました。

昼過ぎには家に到着明日からの仕事に備えま

した。なんだかんだ言って、娘より私の方が楽

しんだ夏でした。 

 

 



後藤明久 

今年の恒例のトウモロコシの夏でした＾＾ 

7 月の気候が、晴れず、雨模様だったので、収

穫が 10 日遅れました。8 月 3 日より毎日作業

しました。天候は悪かったのですが、暖かかっ

たので良かったです。遅れながらも何とか順調

に収穫できました。富士山北麓の忍野村トウモ

ロコシは年々評判が上がっていて来年も忙し

くなりそうですね。 

 

今年は、納涼例会の肉を受け取に行く時に、出

会い頭の事故を起こしてしまい、アッコさんの

ライフを廃車にしてしまいました。アッコさん

ともども、けがが無かったのが幸いでした。楽

しい時を過ごせていることに感謝しています。

楽しい夏でした。ありがとうございました。 

 

 

あれやこれや 

原 淑子 

今年の夏も娘家族が香港から来て、約１ヶ月滞

在しました。娘の旦那さん（エイドリアン）は 

４年振りで、仕事の関係で８日間。いつものよ

うに娘は、友人達との１年振りの再会に忙しい

中、孫のケンゾー（９才）を連れて、博物館、

映画鑑賞等と暑い中出掛けていました。その極

めつけが、富士急ハイランドです。別荘から車

で１０分位です。朝９時に入り、お迎えの連絡

は大体午後５時頃。何と８時間！これは、毎年

恒例です。ケンゾーは富士急ハイランドが大好

きで、出て来たすぐから、もう、今度はいつ？

です。流石に、娘もクタクタです。今年は、エ

イドリアンが後から参加なので、もう１回別荘

に入り、今度は、彼のリクエストで「久保田一

竹美術館」へも行きました。とても気に入った

との事でした。４年前は勝沼のワイナリー巡り

をして楽しみましたが、今回は、日本酒も好き

なので、谷桜酒造へ行きました。香港でも日本

酒ブームで、良く知っています。娘達は和食も

大好きですが、特にケンゾーは、このところ「お

そば」と「カツ丼」にハマっていて、体も大き

いので（９才で身長 153cm）セットで食べてし

まいます。八ヶ岳の方にも行った時、「おそば」

の看板や旗を見ると、食べたい！で、大盛りを

ペロッと食べていました。8 月３日の富士五湖

クラブのバーベキュー例会にも参加して、料理

大好きなエイドリアンがイタリア料理を作り、

皆さんに楽しんで頂きました。ケンゾーの学校

が８月１２日から始まるのでひと足先に、エイ

ドリアンとケンゾーは帰りました。娘は、１３

日に香港へ戻りましたが、丁度香港のデモ隊が

空港を占拠した日。どうなるかな？と心配して

いましたら、娘が乗ったフライトだけが、定刻

で飛び、着きました。他の便はキャンセルや何

時間もの遅延で大混乱だったとか。そして、又、

東京よりも香港の方が涼しい、との事。確かに

今年の東京は暑い夏でした。みんなが戻って１

週間程したら、今迄で一番痛い腰痛（多分ギッ

クリ腰）に。目下、毎日整骨院通いですが、毎

週スカイプでケンゾーの顔を見ながら、又会え

る日を楽しみにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

〈山梨 YMCAだより〉 

露木淳司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みながら、その日が来るまで一日一日大切に過ごしていきたいと思います。 

特に 11 月には第 59 回目となる YMCA チャリティーバザーがあります。ワイズの皆様やボーイスカウトの皆様

が、YMCAの様々なプログラム会員と一体になって、まさに YMCA FOR ALL を象徴するイベントです。体育館

や 3階のベランダから見る景色はこれが見納めです。後世に語り継がれるような盛大なバザーにしたいものです。

特にこれからの一か月は献品のご協力をお願い申し上げます。尚、今年の開催は 11 月 3 日が日曜日にあたる

ため、クリスチャンの会員に配慮し、11月 2日の開催となります。お間違いのなきようご参集願います。 

さて、建設募金ですが、現在予約も含めて 2,500 万円を超えたところです。7,500 万円を目標としていますの

で、ようやく 3 分の 1 を超えたところです。まだ、ご協力いただけていない方、すでにご協力いただいている方も

併せて、再度のご協力を賜りますよう、改めてお願い申し上げる次第です。 

 

 

 

 

新会館建設がいよいよ始まりました。夏休みプロ

グラムがほぼ終了となった 8月 23日には甲府市中

央三丁目の建設予定地において、樋口雄一甲府

市長を始め、60 人もの参加者にご参列いただき、

山梨 YMCA の常議員でもある岡信男牧師の司式

で起工式が行われました。雨の中の式典となりまし

たが、「雨降って地固まる」との一言に勇気づけら

れました。完成は来年の春ということですが、あと

半年で終わりとなる現会館での活動を名残り惜し 

 

これからの予定 

9 月 28 日～29 日 第 17 回富士山例会 富士山 5 合目佐藤小屋 

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 

 


