
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

       

             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界文化遺産になって 

富士山八合目から下界を望む 

 

世界文化遺産になって 

 

本八合目トモエ館 望月 勉 

6月22日富士山が世界文化遺産になることが決

定しました。 

日本中のマスコミそして地元富士吉田市の市

長や山梨、静岡知事が去年の 1、5倍から 2倍

の登山者が押し寄せてくると盛んに発言して

きましたが、結果的には去年よりも少ない登

山者ということで、今年の夏山シーズンは終

了しました。 

富士山の山小屋はここ数年すでに予約率 90％

以上という年が続き宿泊者が急に増加するこ

 

2013年 9月第 1例会 

 

2013年 9月 10日(火) 午後 8時～ 

場所；富士吉田市ふれあいセンター 

 

開会点鐘           須藤会長 

ワイズソング・ワイズの信条 

会長あいさつ         須藤会長 

議事 

ニコニコ 

諸報告 

閉会点鐘           須藤会長 

 

 

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 

２０１３年 富士五湖クラブ ９月ブリテン 第１０７号 

国際会長：PoulV.Thomsen （デンマーク） 

主題：「全ての世界に出て行こう」 

アジア地域会長：岡野泰和（大阪土佐堀） 

主題：「未来を始めよう、今すぐに」 

東日本区理事：渡辺喜代美 

主題: 「いざ立て」 

あずさ部長：藤江喜美子 

「心ひとつに、あずさ部号前進」 

 富士五湖クラブ会長：須藤 繁 

『喜ぶ者と共に喜び、泣くものと共に泣こう。』 

会長 須藤 繁 

副会長 後藤明久 

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 望月 勉           

 

 

８月のデータ 

会員数        １４名 

例会出席         １２名      

例会出席率      ８６％      

ニコニコ BOX            ０円 

累計      ０円 

 

今月のハッピーバースデーとアニバーサリー   

  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！ 

アニバーサリーは該当がありません。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



とは、世界遺産になったからといって不可能

でした。 

しかし、去年よりも少ないということは私も

想像できないことでした。 

これは、 

1、各首長の発言で登山をひかえている。 

2、7月の梅雨あけが例年より 10日ほど早かっ

たため山開き後の登山が去年より 50％増の報

道が盛んに流れたため登山者が敬遠した、こ

の 2点が大きく影響していると思います。 

登山者は去年より少ないとはいえ、まだまだ

富士登山する人は多いです、2012年までと違

うことは、東南アジアの特に中国の人が今ま

での何倍にもなったということです。 

今までは、ヨーロッパ、アメリカの人は沢山

いたのですが、今年はそれを上回る勢いで

す。 

行政も世界中から注目されるようになったた

め今まで以上に富士山に力をいれてくること

は、いいことだと思います。  

 

 

 

8月納涼例会 

 

2013年 8月 17日(土)PM7時～ 

         於：富士吉田 にこん庵 

参加者：須藤、原 2、武藤、三浦、望月(喜) 

茅野、萱沼、長田、後藤 2 

ゲスト：宮内、石丸（東京武蔵野多摩） 

毎年楽しみにしている納涼例会が須藤会長お

勧めのそば処‘にこん庵’で行われました。 

7 時 5 分前にはみんなそろって着席し、須藤会

長の乾杯のあいさつで開会。美味しい生ビール

を飲む人、冷酒を飲む人、ノンアル梅酒で酔っ

た気分の人。みんな笑顔でたのしく蕎麦会席を

頂きました。二次会はカラオケスナック、三次

会は須藤会長とっておきのカクテルバーへ… 

和気あいあいと夜が更けるまで楽しいひと時

を過ごしました。 

武藤五子 

毎年、楽しみにしている納涼会にとても楽し

く参加できました。 

日頃私が足を運ばないような、お店に連れて

行っていただいたり、みなさんのお話も私の

知らないお話を聴かせていただけて少し世界

が広がった気がします。 

この年になっての時間を気にしない、朝帰り

もいいものです。 

また来年も楽しみです。 

 

三浦洋美 

私も年齢を重ね今回の食事はとても気に入り

ました。 

須藤会長の納涼という言葉の意味する話から

始まり、愛読書でありました「舟を編む」 

の本の話が出て私のテンションも上がりまし

た。 

お酒の入った皆様の笑顔を見ているだけで嬉

しくなりました。 

平和なひとときを感じることができた素敵な

納涼会でした。 

こんなことの積み重ねがワイズの輪となり、力

となっていくのですね。 

 

 

               二次会にて… 

茅野信雄 

今年の納涼会は土曜日だったので、例年は遅れ

てしまうことが多かった私も、道に迷いながら

も、一番乗りで店につきました（店まで下る前

に左折して一回、店を通り過ぎて二回、三回目

でやっとたどり着きました）。残念ながらお酒



を飲むことはできませんでしたが、甲府と違い

さわやかな気候のなかでおいしいい料理を堪

能できました。そばは忍野、吉田はうどんと思

っていましたが、びっくりするようなおいしい

そばに大満足でした。店のメニューにあった十

割そばや、須藤会長おすすめのすだちそば（？）

を、ぜひまた食べに行きたいと思います。次は

泊まりで参加して、お酒もいただきたいと思い

ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

アジア大会（マニラ）に参加して 

 

原 俊彦                      

第 25回アジア大会がフィリピンのマニラで開催さ

れました。10年前にもここで開催された為、2人と

も2度目のマニラでの大会出席となりました。8月1

日夕方、成田空港には早めに到着、全ての手続きを

終え、後は搭乗を待つのみ・・・しかしそれからの

長かった事。到着便が大幅に遅れた為で結局、成田

を発ったのが定刻より 2時間半遅れの夜中の 8時。

マニラのホテルに着いてベッドに入ったのがほぼ真

夜中・・・スタートから少々お疲れ気味の旅となり

ました。翌朝 8時に一階のダイニングで朝食。何時

もホテルでの食べ慣れたビュッフェと思いき

や・・・それこそ「これ迄経験した事のない厨房の

広さと中身の豪華さに、圧倒される程で本当にビッ

クリしました。今回の旅のどんなレストランにも又

大会の晩餐会にも全く引けを取らない程、中身のあ

る朝食でした。食後早々に登録を済ませ、加藤ツア

ー全員でホテルの庭園を散策、その後バスで昼食を

取るため市内に出かけました。 

 

 

開会式は、14時のバナーセレモニーでスタート、

大会関係者の挨拶などが続いた後、いきなり国際会

長及びアジア会長・岡野氏の会長交代式が始まりま

した。そこ迄はスケジュール通り滞りなく進んでき

たので、10年前とは違い随分改善されてきたと感

心していた所、初日の目玉となる keynote speaker

である「フィリピンの副大統領が、都合により出席

出来ない。」との突然のアナウンス・・・“やっぱ

りね”の声しきりでした。直前アジア会長(オリバ

ー・ウー)の夕食会では、民族舞踊や女性ダンスス

クールメンバーの発表があり、渡辺喜代美東日本区

理事の終祷で宴は滞りなく終了。2日目は土曜日。

アジア会長以下 3役それぞれからレポートが有り、

終わって 4つの分科会に分かれて討議。軽い昼食の

後、市内観光「光と音の博物館」を見学。その日の

晩餐会は、新アジア会長・岡野泰和氏主催、会場を

移してバスで移動。ユースコンボケーションに出席

したヤングメンも加わり、会長夫妻が小さなお嬢さ

んのピアノに合わせてダンスを披露するなど、極め

てアットホームで和やかな夕べとなりました。最終

 



日の 3日目は、聖日礼拝に始まり各種の報告、ホス

トクラブの紹介と感謝、第 26回のホストクラブと

なる京都パレスクラブによる大会のアピール・・・

などなどそれぞれ別れを惜しみながらの閉会式とな

りました。来年は、国際大会開催の年度となり印度

のチェンナイです。今回の大会参加者は、非常に少

なく東日本区:56名、西日本区:65名、台湾:24名、

フィリピン:86名、その他:71名・・・合計302名の

小さな大会でした。 

 

8月第 2例会報告 

2013年 8月 23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；須藤、後藤、萱沼、望月(喜)、三浦、

武藤＋マキちゃん、茅野 

会長挨拶；納涼例会ご苦労様、いろいろ意見を

だして盛り上げて進めていきましょう。 

山梨ＹＭＣＡから 20 万円の寄付に対するお礼

状が来ている。 

議事；8/17(金)納涼例会決算：7000円ほどのク

ラブ負担ですんだ。 

かなり飲んで、おいしかったのに食事が安くす

んだ。良い例会でした＾＾ 

9/21(土)山手センターでのあずさ部部会参加

者：須藤・萱沼(車担当)、後藤？ 

富士山例会のアピール及び部長公式訪問の依

頼をする 

9/28(土)山手 60 周年；青山ダイヤモンドホー

ル：原夫妻がクラブ代表で参加 

富士山例会のアピール(部長公式訪問になれば、

その点も強調)する。 

10/5～6(土日)第 11 回富士山例会内容検討⇒9

月第 1例会で確定していく 

翌日オプション；望月勉会員の意見；昨年天候

で途中断念した大沢崩れのリベンジ 

卓話；望月支配人の雲の上のセールストークで

実演販売する 

原さんにお願いして、クラブオリジナルストラ

ップ作成してファンド化する。 

富士山での『のど自慢大会』望月宅カラオケマ

イクを利用してやってみる。 

場所と時間設定により、検討していく。 

景品：富士山型クッキー (スイートべリー特

製)：三浦担当 

クラブファンド用特製ストラップ・キーホルダ

ー作成：原さんにお願いする。 

10/12(土)パインズパーク整備⇒11/9 フライン

グディスク大会後に行なう。 

10/19～20(土日)ＤＢＣ４クラブ合同例会 in 滋

賀：予定は須藤、望月 2、原 2 

11/2(土)山梨ＹＭＣＡバザー；おもちゃ屋さん、

みぎわ店、クッキー販売(昨年同様) 

武藤休めず、須藤会長にクッキー届ける。茅野

参加ＯＫ． 

11/9(土) 山梨県障害者フライングディスク協

会から日程連絡あり、決定とする。 

第 4回フライングディスク大会；武藤⇒宮下さ

んに連絡、場所の確保    

参加者の拡大；施設周りを勧める：セールスＤ

ＶＤを持って説明に行く 

けやき・大月方面などを開拓してく；三浦資料

作成⇒須藤会長へ渡す。 

人数を拡大するならアキュラシーラシー競技

に絞って午前中に終わらす。 

午後パインズパーク草刈り整備を行なう。 

須藤；当日甲府で研修会あり、午前中のみにな

る。 

県協会希望の来年 8月の開催は厳しいので、大

会日に日程お願いしていく。 

須藤：卓話をしていきたい。適した人はいない

か？ 

三浦：ケアマネ事務所を経営している野沢さん

推薦。クリスチャンでもある。 

皆で心掛けて、卓話者を見つける。来年 3～5

月第 1例会または卓話者都合で決める。 

 

 

 

 

 



これからの予定 

9/10(火)9月第 1例会：ふれあいセンター 

9/21(土)あずさ部会；山手センター 

9/27(金)9月第 2例会：ふれあいセンター 

10/4(金)富士山例会買い出し 

10/5(土)～6(日)富士山例会  

10/19(土)～20(日) 

ＤＢＣ４クラブ合同例会 in滋賀 

10/25(金)10月第 2例会：ふれあいセンター 

11/2(土)山梨ＹＭＣＡバザー 

11/9(土)第 4回フライングディスク大会 

 

 

YMCAのあつい夏が終わりました。 

 

露木淳司 

 念願のディサービスセンター「ぶどうの木」

が７月１０日オープンしました。ケアコミュニ

ティーづくり事業委員会の皆様の辛抱強いご

努力と、多くの方からの心温まる募金やボラン

ティアの支援のおかげで、この日を迎えること

ができました。岡島デパートと隣接するビルの

７階という立地で、「まちなか」と岡島直送の

美味しい食事をアピールポイントにしていま

す。ただいま利用者を大募集中ですので、心当

たりの方がございましたら是非声をお掛け下

さい。 

 さて夏休みの報告ですが、記録的な猛暑の中、

わいわい地球塾に延べ５１７名、サマーキャン

プには９８名が参加し、連日続いたプログラム

は無事全日程を終了致しました。特に障がい児

「フクロウキャンプ」においては各ワイズメン

ズクラブの皆様にご協力を賜りました。甲府、

甲府２１クラブはお風呂の介助、すいか、アイ

スの差し入れを、富士五湖クラブからはクラフ

ト用うちわを支給していただきました。心より

感謝申し上げます。また、チャレンジャーキャ

ンプでは富士登山ということで、富士五湖クラ

ブ直前会長の望月勉さんが支配人を務める本

八合目トモエ館に４年連続でお世話になりま

した。世界遺産登録ということで例年を上回る

人出にも関わらず暖かくお迎えいただき、子ど

もたちにとって貴重な体験学習の場とさせて

いただきました。 

＊甲府 YMCA 9月プグラム 

  9/22  ふくろうクラブの定例活動 

 

 

 

 

『あれやこれや』   

  

後藤明久 2013/9/15今日は八幡神社祭で神楽で

す！！ 

原 淑子さんからバトンを受け取りました。 

あれやこれや、色々、つれづれなるまま・・、

this and that ・・ 

etc. 何でも良いです。とのこと。 

わたしの団体活動の原点といえる、30年前の青

年団の話しをしたいと思います。二十歳から数

年間の活動でしたが、生まれて今も住んでいる

忍野村内野地区（おしのむら、うちの地区）で、

仲間に誘われ、青年団に加入しました。といっ

ても、原則は同級生全員が入ることになってい

ます。当時の青年団は、行事が多く、祭りの神

楽（かぐら)（獅子舞のことです）の練習から始

まり、映画祭の主催、チケット売り、花見祭り

の主催、盆踊りの主催、東海自然歩道の草刈り、

旅行、敬老会の主催、日本舞踊の披露などあり、

忘新年会や宴会を入れれば、数えきれないほど

出ていました。平日であろうと夜は毎日ですか

ら、仕事に支障をきたさない方が不思議なくら

いでした。私も親の仕事を手伝っていたので、

なんとか過ごせたくらいです＾＾ 

青年団に加入して、最初の 2週間で神楽を毎日

教わります。もちろん、お酒の飲み方も同時に

教わります。当時は、下戸がなんていいんだと

思ったくらいでした（わたしは上戸の方でした

ので、先輩に攻められました＾＾）暗いうちに

家に帰れれば良い方でした！ 

 



 

        4月のお祭りにて：剣の舞 

その間に、映画祭のチケット売りをして、

4/14-15 でお祭り、4/16 に映画祭を主催。終わ

ってすぐ、花見踊りの練習、4月 29日に本番。

と云う風に、次から次へと行事に追われていま

した。この時の体験が、今につながっています。 

やれば出来るとかそんなレベルでなく、やる！

という状況です。役員であれば、同じ覚えるに

も、みんなが練習 2週間の所を、細切れで 3日

ほどで覚える状態になります。それが不思議と

出来るものです。人間の力は計り知れないもの

ですね。 

行事でも踊りでも、イメージが出来、意志さえ

あれば、ある一定ののレベルには到達するとい

うことを知りました。富士五湖クラブが出来た

のも、そんな人たちの気持ちが重なった結果だ

ったのではないでしょうか。富士山例会然り、

東日本区大会『富士五湖大会』然り、フライン

グディスク大会然り、評議会然り、できない理

由を捜すのが大変です。私にとっては、ワイズ

活動も、青年団活動の延長線のような気もしま

す。機会があれば、日中友好青年の翼や世界 125

ヶ国参加の青年の村体験記なども話したいと

思います＾＾ 

みんなも多くの体験をしているので、ワイズの

方は尊敬する人でいっぱいです。特にお母さん

たちの力で、障害者自立支援施設を作った人た

ちは、偉大であり、尊敬します。 

次は武藤五子さんに『あれやこれや』のバトン

を渡します。 

宜しくお願い致します。 

 

第１１回富士山例会のご案内 
 

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  

２０１３年１０月 ５日(土)～ ６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      

 

★プログラム 

１０月５日(土) 

１５：３０～ 合同例会 

       お楽しみの時間 

１７：００～ バーベＱ＆懇親会 

１０月 ６(日)  

 早朝～    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  

御庭から御中道ハイキング～大沢崩れ見学 

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 

 

   

 


