
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

       

             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第 11 回富士山例会 集合写真 

        佐藤小屋大広間にて 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月第 1例会は山梨ＹＭＣＡ 

バザー参加に振替えます。 

 

11月第２例会 

 ２０１３年１１月５日(火) 

    ＰＭ８時～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 

５、諸報告 

６、ＹＭＣＡのうた 

７、閉会点鐘     
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 １０月のデータ 

  会員数   １５名 

  例会出席   １５名  

例会出席率     １００％      

ニコニコ BOX         ５，２００円 

 

累計   ８，８３０円 

 

今月のハッピーバースデーとアニバーサリー   

       

 

 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



雨から始まった第 11 回富士山例会  

後藤明久 

参加者：富士五湖 13 名、ゲスト 34 名、

佐藤小屋親子 3 名 

2013 年 10 月 5～6 日(土) 

10 月 5 日土曜日の朝から中央高速道の事

故渋滞で遅れ、初日の朝からの波乱の幕

開けだった。馬返しから歩く隊の長津さ

んが 20 分ほど遅れましたが、朝からの雨

の為カッパを着ての準備をして後藤車に

て出発。予定通りより多少遅れて、馬返

しから元気に歩き出しました。歩く隊メ

ンバーは、宮内夫妻、長谷川さん、長津

さん、本日入会の元ちゃんガイド。 

先発隊Ⅰは望月号にて、望月 2、原 2、acco

は昨夜の買い出し品や肉類、受付セット

を持って時間通り出発。先発隊Ⅱは、武

藤車にて三浦、武藤、マキちゃんでうど

ん取って出発。佐藤小屋にて設営から受

付、懇親会材料準備など会場準備を行っ

た。 

中央道の事故渋滞はひどく、高速バスや

車で来た方のほとんどが遅れそうで困っ

たコールを、時間に到着した京都の岡西

さんたちは予定通りコールを後藤に寄せ

てくれて、ドキドキの時間で待っていま

した。事故渋滞もなんとか解消され、午

後一時には須藤車をはじめとした 3 台が

出発、少し遅れて後藤車大野車が出発。

予定通り佐藤小屋に到着しました。 

あいにくの雨の為、キノコ狩りや散策も

中止となり、参加者は受付後、大広間で

歓談して時間を過ごしました。 

富士五湖のメンバーは、台所と受付、例

会準備をしながら、直接五合目に来る甲

府や甲府 21 のメンバーを待ちました。全

員がそろい、午後 3 時 15 分定刻で例会を

始めました。 

まず Acco さんのオリエンテーションで、

例会全体の内容・進行や施設の利用につ

いて説明しました。須藤会長の開会点鐘、

ワイズソング＆ワイズの信条を皆で唱和

し、会長あいさつと進み、部長公式訪問

と云うことで、藤江あずさ部長のお話し

を聞き、元ちゃんこと石田元志(イシダモ

トユキ)さんの入会式を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立会人は藤江あずさ部長、標あずさ部

EMC 主査、神谷あずさ部書記、小山サン

ライズ会長、東日本区の宮内副所長にお

願いしました。全員でろうそくを持ち、

厳かな雰囲気の中で、ろうそくの点火、

望月勉会員の紹介、須藤会長の『式文』

朗読、バッジの着装と記念品贈呈、入会

者と会長・立会人の握手、藤江あずさ部

長と標あずさ部 EMC 主査の祝辞で無事

入会式が終了しました。 

10 月 5 日生まれの飯野きよしさん、小山

憲彦さんを含む9名もの10月生まれのハ

ッピーバースデーを祝い、10 月結婚の

方々も合わせて、記念品を渡して全員で

歌ってお祝いしました。諸報告で、

10/19-20 の滋賀での 4 クラブ合同例会や

11/9 の第 4 回フライングディスク大会の

開催の告知を行い、サンライズ菰淵さん

より山中湖 YMCA90 周年事業やコンサ

ートの案内などを行いました。 

YMCA の歌を全員で唱和して、東京サン

ライズの小山会長の閉会点鐘で第 1 部が

無事に終了しました。天候の都合で大広

間で記念撮影して次のプログラムに移り

ました。 

 



バーベキュー準備の時間におもてなしタ

イムに突入しました。今回は、須藤会長

のみぎわ商品の説明と販売を行い、メイ

ンの望月会員の雲の上の支配人のセール

ストークと実演販売を行い、笑い声の絶

えない軽妙なトークと販売で盛り上がり

ました(＾＾) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おもとなしタイム終了時に、ニコニコを

行い、回収しました。 

霧さぶっている天候を見ながらも会長決

断で少し遅れて、5 時 30 分より第 2 部バ

ーベキュー懇親会を原俊彦司会、藤江あ

ずさ部長乾杯（富士山のコケモモ酒）で

開始しました。 

忍野名物の焼きトウモロコシで始まり、

肉、野菜、ウインナ、海鮮と多くの食材

を 3 つの鉄板で焼き、台所隊も含めて、

ジャンジャン提供しました。7 名の鉄板奉

行が使命を果たし、大変盛り上がりまし

た。記録担当の萱沼会員も、酒と戦いな

がら頑張りました。写真集を別途ご覧く

だされば、その雰囲気もわかると思いま

す。 

原司会により、各クラブごとのアピール

や一言メッセージもあり、よりワイズを

知る機会が持てました。ただ、これを書

いている後藤も、色々しゃべって盛り上

げたらしいのですが、恒例の島状記憶で、

説明できません m( __)m 

名物吉田うどんを食し、マシュマロ焼き

もして、望月会員の中締めでとりあえず、

第 2 部懇親会の終了となりました。 

午後 8 時 30 分になったところで、下山組

は、佐藤小屋御子息と後藤に先導され、

まとめて下りました。どうもお疲れ様で

した。 

この後の第 3 部は自由時間です。満天の

星空の下で語り合う人、中で山小屋の雰

囲気を満喫する人、明日の御来光の為に

寝る人・・・それぞれの時間を過ごして

いました。外では、深夜 2 時くらいまで

語り合ったらしいです＾＾ 

モルツビール、オールフリー、ワイズワ

イン、純米酒、大吟醸、ウイスキー・・

数えきれない飲み物。多くの差し入れも

あり、飲み切れず、食べきれず・・・酔

っ払い多数続出。 

 

10 月 6 日日曜日朝の 4 時 45 分に御来光

隊は出発、望月会員の先導で六合目まで

散策し、素晴らしい御来光を眺めました。

7 時 30 分の朝食には、佐藤小屋奥さんの

えっちゃんの収穫した『富士山天然もの

のマツタケ』ご飯を頂き、改めて富士山

の恵みを堪能しました。その後、オプシ

ョンのお中道から大沢崩れへの自然散策

へは 17 名参加し、富士山の紅葉を満喫し、

楽しんで頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然散策終了後、佐藤小屋の片付け隊と

合流して、『泉水』にて食事と温泉を楽し

み、解散となりました。最後まで、お付

き合い頂き、ありがとうございました。

 

 



望月喜代子 

富士五湖クラブと東京サンライズクラブ

の、第１１回富士山例会が１０月５日

（土）～６日（日）にかけて富士山５合

目佐藤小屋で行われました。５日は朝か

ら雨が降っていました。先発隊で望月２

人と原さん夫妻、あっこさんと５合目に

１１時半に着きましたが、５合目も雨で

した。佐藤小屋でお昼をいただいた後、

バーベキューの準備をしました。午後に

は、馬返しから歩いて来た方や、他の参

加者たちも集まり、４７人になりました。

３時１５分からは、須藤会長の開会点鐘

で始まり、藤江部長の挨拶、その後には

元ちゃんの入会式を、藤江部長、標ＥＭ

Ｃ主査、神谷書記、小山会長、宮内副所

長他沢山の立会で行うことが出来ました。

小山会長の閉会点鐘の後、雨のため大広

間で写真撮影。そして望月トモエ館支配

人のセールストークで、富士山あんぱん、

世界遺産記念ストラップ、富士山絵葉書

の実演販売をおもしろおかしくしてもら

いました。ワイズの皆様に沢山買ってい

ただきました。そのうちに雨も上がり、

外でおまちかねのバーベキューです。忍

野のもろこし、八ヶ岳のキャベツ、ナス、

えびやイカ、そして沢山の肉を３か所で

焼きました。ワイン、ビール、焼酎、日

本酒と沢山の差し入れもあり、夜遅くま

で賑やかに楽しく時間は過ぎていきまし

た。空はいつの間にか綺麗な星空、富士

山の頂上も見えています。明日もきっと

いい天気になると感謝して、眠りにつき

ました。参加者の皆様今年もありがとう

ございました。 

 

≪ニコニコ≫ 

菰渕…やっぱりトモエ館に泊まらなくて

はと思うほど楽しいとークでした。 

結婚 10 周年 Mt.Fuji に登りたいです。 

長谷川…いつも楽しい富士山例会をあり

がとうございます。今年は馬返しから 5

合目まで歩くことができました。嬉し

い！富士山の紅葉も楽しめました。お心

配りの数々感謝しております。望月さん

のトークよかった！ 

小山…台風余波の富士山は初めてです。 

雨の中の BBQ も乙なもの。 

関…二回目の参加ができて感謝です。明

日の朝の日の出を楽しみにしています。 

松村（禎）…初めての富士山例会参加で

したがシトシト涙に迎えられたので次回

は晴ればれの顔を見せて欲しいな！！ 

神谷…久しぶりに 3 回目の富士山例会に

参加させて頂き有難うございました。 

天気が今イチとなって残念ですが楽しい

例会でした。 

宮内（ひ）…五合目まで自分の足で登れ

ました。感激です。来年は頂上めざしま

す！ゲンちゃんガイドありがとうござい

ました。 

宮内…天候のせいか、寄る年波のせいか

去年より厳しい登山でした。バーベキュ

ーがうまいぞ！！ 

山科（昌）…ゲスト参加させて頂きあり

がとうございました。岡西さん、飯尾さ

ん、誘って下さり感謝、感謝です。 

遠くから眺めるばかりの富士山に最初の

一歩を踏み込めて感激です。 

岡西…今年もこの佐藤小屋に来られて満

足です。今回は 8 名で来ました。昨日は

富士山 YMCA で宿り、又、富士山の姿も

見られ二重の喜びです。今夜もしっかり

飲んで皆と語り合える事を楽しみにして

います。本当に感謝の気持ちでいっぱい

です。 

青木…2007年山中湖で開催されたユース

コンボケーションの途中に一部参加させ

て頂きました。その後も参加させて頂き

たいと思いつつ過ごし、今年やっと来訪



することができました。日本で一番高い

高所での例会…とても楽しくすばらしい

会を感謝しつつ過ごしています。 

感謝。平和 Peace を願いつつ 

武田メネット…富士山例会初参加の武田

です。懇親会はとても楽しかったです。

特に五合目で飲んだお酒、バーベ Q,おに

ぎり、いなり寿し、うどん、どれをとっ

てもおいしかったです。これも女性陣の

愛情がこもっていたからかな？最後には

雲海と星空、何をとってもすばらしい例

会でした。来年も来る予定です。 

ありがとうございました。 

山科…楽しい例会に参加させて頂き感謝。 

思いきって会社休んで来て良かった！ 

☆☆…私の一年のスケジュールに富士山

例会が毎年書きこまれるようになりまし

た。今年は煙で涙ポロポロ、良い思い出

になりました。 

後藤…朝からの中央道の事故渋滞により、ひ

っきりなしの電話に追われながら、富士山例

会が始まりました。富士五湖クラブの面々と

協力参加してくれたワイズのおかげで、時間

通りの運営と、楽しい懇親会や例会がこなせ

たことに感謝致します。ただ、いつもの島状

記憶で、楽しかった記憶以外ないのが残念で

す。 

原（俊）…何時もより一週間延ばしたのが

凶と出たかな？」・・・バーベキューの時

間が近ずいているのに、 

一向に止まない雨・・・ところが、肉が、

魚が、野菜が程よく焼け宴たけなわにな

った頃、空を仰 

げばナント満天の星空。早朝のご来光、

大沢崩れへの散策、見事な紅葉・・・終

わってみれば今年も我々の願いはシッカ

リ天に届いたようです。 

原（淑）…朝から降り続いた雨はバーベ

キューの頃には止み、星も出てきました。 

良かった、良かった。今年もみなさんに

満足していただけたようです。寝る前に

星空を見ていたら、2回流れ星を見ました。 

須藤…飛び入りでの販売にもかかわらず、

多くの方にみぎわの製品を買っていただき

ました。ワイズの暖かさをみぎわに伝ええ

ます。ありがとうございました。 

三浦… 今年は馬返しから 5 合目まで歩く予

定でしたが、あいにくの雨で私は断念しま

した。とても残念です。しかし、富士山例

会において初めて宿泊する事ができ、朝 6

合目からの朝日を見ることができ幸せでし

た。協力してくれた主人に感謝！感謝！ 

望月…バーベキューの時間には、天候が回

復しこれで今年の富士山例会も成功を確信

しました。疲れがたまり腰痛を皆様に心配

していただき申し訳なく思っています。休

養を取りすっかり良くなりました。 

Acco…毎年参加される方、久々に参加され

る方、初めて参加される方、今年も富士山

が味方してくれてたくさんの人たちと楽し

い時間が過ごせたことに感謝なり～ 

 

DBC4 クラブ合同例会に参加して 

望月 勉 

１０月１８，１９日の２日間、滋賀県近

江市で、草津クラブのホストによる４ク

ラブ合同例会が行われました。大津クラ

ブ、甲府２１クラブ、富士五湖クラブ、

甲府クラブ中島目ネット、近江八幡クラ

ブ、堀夫妻の計３１名の参加者が、近江

八幡休暇村に集まりました。富士五湖ク

ラブからは、原さん２名、望月２名、須

藤会長、後藤アツコさんの６名が参加し

ました。１９日午後１時４０分名神八日

市ＩＣに集合、それからクラブハリエで

焼きたてのバームクーヘンとコーヒーを

飲みながら各クラブと懇親を深めました。

クラブハリエはボーリスが設計した建物

で、ゆったりとした時間の中で大変美味

でした。八幡掘を散策した後、本日の宿



泊場所の休暇村に移動。この休暇村は２

０年程前家族旅行で宿泊した場所で懐か

しい場所でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会と懇親会場は同じ場所で、私の隣は

甲府２１クラブの功刀さん、そして大津

クラブの久保田さんでした。久保田さん

は８年前にＤＢＣを締結した時の大津ク

ラブ会長、富士五湖クラブは私が会長で

した。なんとあれから２度目に会うとい

う事で、とても話が弾みました。２次会

もすっかり終了し、夜０時前に床につき

ました。２日目は近江商人てんびんの里

五個荘に見学に出発。総ヒノキ造り、建

物面積７１０㎡の藤井彦四郎邸を見学。

庭園も大変雄大なものでした。客室は豪

華ですが、生活の場となる母屋は質素で

あり、その生き様を感じられました。台

風の雨の中、午前中で４クラブの行事を

全て終了し、次は来年甲府２１のホスト

を確認し、藤井邸の前で解散、富士吉田

には午後６時３０分に帰宅しました。皆

様お疲れ様でした。 

ワイズとケーキ 

須藤 繁 

八日市インターに到着し辻本さんたちと

挨拶もそこそこに、私たちは車で暫く走

って人だかりで一杯の洋館に案内された。

洋館の入り口ではケーキなどを売ってお

り、買い物客が列をなしている。その奥

は喫茶店になっているがここも一杯だ。 

 

その中を縫って私たちは２階に案内され

た。部屋のテーブルの上にはナイフとフ

ォークが並べられていた。なぜここに案

内されたのか、何が出てくるのか。ワイ

ズメンという以上まさかケーキが出るは

ずはないだろう、近江八幡まで来てケー

キを食べることはないだろう、もしかす

ると美味しい近江牛が出されるか、それ

にしてはナイフが小さいという私の数々

の疑問と単純な思い込みは、しかし、目

の前に２切れのバームクーヘンが並べら

れて簡単に吹き飛んだ。出来立てなのか

暖かく、上品な甘さときめ細やかな舌触

りで、なるほどの言葉とともに、私の疑

問は溶け去った。この洋菓子店はわが富

士五湖クラブの女性たちもとっくに知っ

ていた有名なハリエというお菓子屋さん

であり、食べたバームクーヘンはなかな

か手に入れることが難しいということも

やっとわかってきた。それにしても大津

や草津のワイズメンは時代を先取りして

いるなあと感心し、次に富士五湖が担当

するときは女性に喜ばれるところを探さ

なくてはいけないか、河口湖の宝石美術

館は女性には喜ばれるかもしれないが、

脛に傷持つ男性には不評かなどと思い悩

んだ合同例会でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 



富士山 YMCA で卓話 

望月勉 

横浜つづきクラブ１０月例会が、１０月

２５日富士山ＹＭＣＡで行われました。

「富士山よもやま話」の卓話をしてほし

いとのことで、名古屋の帰途、静岡県朝

霧高原富士山ＹＭＣＡに立ち寄りました。

１４：３０から約２０人の例会でした。

今城宏子会長がコップを叩いての開会点

鐘。ワイズソングの後、相賀牧師の聖句、

そして１５：００から「雲の上３４００

ｍの支配人３５年」の題で１時間富士山

の話をさせていただきました。武蔵野多

摩クラブからも、石丸由理さんが河口湖

の別荘から駆けつけて下さいました。 

 

スライドの後世界遺産の話や、山小屋の

話をし、１６：００を過ぎていると妻か

ら指示があり、１０分程時間をオーバー

して終了。バーベキューの準備をしてい

る間、つづきクラブの田中庸夫さんと親

しく話をしました。田中さんは私の父と

同じ昭和３年生まれで、海軍に入隊した

ことなども父と共通していて話が弾みま

した。（次からはもう友人です。）バーベ

キューは広い屋根の下で、ビール、ワイ

ンを飲みながら、つづきクラブの人と親

交を深めました。台風の影響で激しい雨

の中、１８：３０帰路につきました。 

 

 

 

10 月第 2 例会報告 

 

2013 年 10 月 25 日 

参加者：望月 2、長田、武藤＋まき、露木、

萱沼、須藤、後藤 2 

20 時よりふれあいセンターで行った。。 

議事として 

・富士山例会の反省 

今回やきもきしたがバーベキューの時間

には雨が上がり屋外で行うことができて

よかった。→雨天時のバーベーキューの

場所とやり方を検討。屋根の下と大広間

で卓上コンロで行う。おいなりは余分？

塩にぎりは好評だった。 

お楽しみ→次回はまた富士山クイズ？ 

ニコニコの回収について→例会の中で集

めるのがいい。 

食材は充分であった。 

・DBC4 クラブ合同例会報告 

今回は草津のホストであったが力が入っ

ていた。とても楽しかった。 

・IBC 報告 

IBC 候補の台湾のクラブの方々と名古屋

で会食。望月 2、原、宮内メンが参加した。 

望月メンより様子が報告がなされた。 

・第 4 回フライングデスク大会について 

現在 86 名（6 団体）の参加が予定されて

いる。受付時にお茶を渡し、バンザイ時

に参加賞として全員にお菓子を配る。 

始投式は区のCS主任か部のCS主査に依

頼する。あいさつはあずさ部長と議長に

依頼する。お弁当→小池担当 

最終打ち合わせは 11 月 5 日に行う。 

・山梨 YMCA バザーについて 

露木総主事より→今、献品を集めている

ところ。食券 10 枚×＠1000 をクラブで

購入。 

 

 

 



萱沼一男を悼む 

望月勉 

１０月２７日午後４時４０分、富士五湖ク

ラブ会員であり、私の一番の親友でもある

萱沼一男さんが、急性心筋梗塞で急逝しま

した。その時の衝撃は今まで経験した事の

ない大きなものでした。３人の友人から５

分の間にたて続けて電話が入ったのですが、

誰もが彼が今どこの病院にいるかも知りま

せんでした。妻が萱沼さんの奥さんに電話

をしました。理恵さんは今一緒に市立病院

から家に向かっているとのこと、すぐに彼

の家に駆けつけました。彼を見ても奥さん

の理恵さんを見ても亡くなったことが信じ

られませんでした。彼とは高校３年間同じ

建築科で学び、高校の時から４０年間兄弟

以上に親しく付き合ってきました。結婚し

てからは家族で毎年のように一緒に旅行に

行きました。ハワイ、グアム、サイパン、

北海道、九州、四国、山陰山陽、お酒も私

といつも一緒に同じ飲み方でした。ビール、

そして芋焼酎水割り、仕事も同じ建築、彼

も私も長男で両親と同居。同じぐらいの田

んぼを作り、同じ町に住み、そんな彼が黙

って私たちの前から突然いなくなりました。

ただただ残念でなりません。そして残され

た奥さんと二人の娘さんも、どれだけの悲

しみとショックだったか。これから私たち

に出来る事があればどんなことでも力にな

ってやりたいと思います。彼の安らかな御

冥福を祈り続けたいと思います。萱沼一男

さん今までありがとう、そしてゆっくり休

んでください。 

 

         

 

 

 

 

 

≪YMCA だより≫ 

露木淳司 

バザーでのご協力ありがとうございました。

ワイズの皆様のお支えに心より感謝申し上

げます。  YMCAはすっかり冬モード、ス

キーやわいわい地球塾の募集活動に忙しく

なります。今年はみかん狩りキャンプやス

ケートキャンプなど、新しい試みにもチャ

レンジします。フクロウくらぶも毎月の活

動がすっかり定着しました。サファリパー

ク、乗馬、イチゴ狩り、雪あそびキャンプ

と続きます。 

 そして学童保育プライムタイムの子ども

たちもエンジン全開。１階に会場を移して

からというもの、夕方は全館子どもたちに

占領されてしまい、毎日ものすごいパワー

で圧倒されています。夏のわいわい地球塾

をやってみて分かったことですが、プライ

ムに来ている子どもたちと一般の子どもた

ちでは遊び方がぜんぜん違います。コミュ

ニケーション能力、創造性、積極性などに

明らかに差があり、どんどん自分たちで意

見を言い合い、新しい遊びを編み出してい

きます。子どもたちに日々教えられながら、

この事業を続けることの意義や喜びを感じ

ています。皆様もぜひ一度、平日の５時頃

の YMCAを覗いてみて下さい。 

 

これからの予定 

11 月 2 日山梨 YMCA ﾊﾞｻﾞｰ 

11 月 5 日 11 月第 1 例会 

11 月 9 日第 4 回フライングデイスク大会  

11 月 22 日 11 月第 2 例会  

12 月 7 日 山中湖クリスマス合同例会 

1 月 10 日～11 日 新年例会 

1 月 24 日 1 月第 2 例会 

 

＊富士山例会の写真集は HP よりご覧く

ださい。http://www.gqs.jp/ys 
 


