
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              すっかり秋の空と富士山 

 

７月２０日           ＮＯ．1 

 

9 月第一例会 

2015 年 9 月 8 日(火)PM8 時～ふれあいセンター 

 

開会点鐘             

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 

 

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 

２０１５年 富士五湖クラブ ９月ブリテン 第１３１号 

国際会長：Wichian Boonmapajorn(タイ) 

主題：「信念のあるミッション」（Mission with Faith） 

アジア地域会長：Edward K.W.Ong(シンガポール） 

主題：「愛をもって奉仕をしょう」 （Through Love, Serve） 

東日本区理事：渡辺隆(甲府） 

主題: 「原点に立って、未来へステップ」 

あずさ部長：標 克明 

「ワイズメンとして一歩前進」 

富士五湖クラブ会長：小池亦彦 

  『常に最善をつくそう！！』 

会長 小池亦彦 

副会長 望月 勉 

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 後藤昭子          

 

 

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！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月のデータ 

  会員数   １３名 

  例会出席    ９名 

例会出席率         ７０％        

ニコニコ BOX            ０円 

累計       ０円 

 

 



８月納涼例会 

 

2015年 8月 22日(土)19時～ラドｳース 

参加者：小池、原 2、後藤 2、三浦、武藤+

マキちゃん、長田、茅野 
毎年恒例となった納涼例会を今年は河口湖駅

前のラドｳースで行いました。 

 

＜ニコニコ＞ 

 

★原 俊彦 

8月22日(土)、イタリア料理店・ラドｳース 

で恒例の納涼例会が開催されました。このレ

ストランは、オーナーの有馬さん夫妻が犬好

きという事もあって店内への犬の連れ込み

が特別に許されている為、ラリー、チェリー

そしてマロンと三代に亘り10年近く通い慣

れた大切なお店の一つでもあります。加えて

味はもちろんのこと、メニューの豊富さ、ボ

リューム、手頃な値段・・・とどれをとって

もお客さんを満足させてくれるお店で、今回

も参加者一同大満足の一夜でした。 

 

★三浦洋美 
夏という事もあり、盛り上げの中心であります

望月夫妻が欠席、 

須藤さんもいないという事もあり、ちょっと寂

しい納涼会でした。 

しかし、中身は充実した話題、気の知れたレス

トランということもあり 

ゆったりと食事を楽しむことができました。 

とても楽しいひとときがおくれました。 
 

★原 淑子 

今年の納涼例会は、8 月 22 日（金）19:00

から河口湖駅の直ぐ近くの「ラ・ドｳース」 

でした。ここは、前に飼っていた犬のチェリ

ーの時にお店に入れて貰えたので、本当に助

かりました。いつもおとなしくテーブルの脇

で寝たり、待っていました。今飼っているマ

ロンもいつも一緒で顔なじみです。会食は普

段はメニューに載っていないお料理もある

かな、と楽しみでした。 

前菜から始まってデザートまで盛り沢山で、

お腹が一杯になりました。何時もながらの美

味しいお料理でした。又、マスターにカクテ

ルを久しぶりに作って頂き、堪能しました。

２次会の話も出ましたが、気が付いたら、も

う 10 時半を廻っていたかと。楽しい時間は、

あっという間に過ぎました。お疲れ様でした。

参加 10 人＋マロンでした。 

 

 

★後藤明久 

久しぶりの河口湖駅前のラ・ドゥースにて、

富士五湖クラブの納涼例会が開催されまし

た。 

恒例の富士山組以外での例会ですが、小池会

長の挨拶で乾杯！宴会の開始です。武藤さん

ちのマキちゃん、原さんちのマロンも参加し

てワイワイと話しました。おいしいコース料

理を味わいながら、好きな飲み物をじゃんじ

ゃんと飲み干しました＾＾ 

今回は早く帰る方も多く、二次会は無しでし

た。後藤 2 も、毎朝 3 時 30 分起床でのもろ

こし出荷の為、早めに帰宅、就寝でした。翌

朝はまだフワフワした感じで納涼例会の余

韻を感じました＾＾ 

今回は須藤さんが参加できなかったのが残

念で仕方ありませんでした。伊東温泉での移

動例会を楽しみにしています。 

 

★長田洋二 

おいしい料理とおいしいお酒そしてプライ

ベートの出来事等聞くことができ楽しいひ

と時を過ごせました。富士山例会も頑張って

楽しい例会にしましょう。 

 

★武藤五子 

今年も楽しみにしていた納涼会に、都合でマキ

も一緒に参加させていだだきありがとうござ

いました。 

いつも私たち親子を温かく迎えていただけ、皆

さんとの時間で私の世界も広がり、あっと間に

時間が過ぎてしまいました。 

今年は須藤さんがいらっしゃらないのがとて

もとても残念でした。 

是非来年は参加していただきたいです。 

お待ちしています。 

                                                           

★後藤昭子 

ラ・ドｳースは私の中学校時代から知り合いの

美術部の先輩のお店です。 

毎回、参加メンバーに合わせ工夫をこらしたコ

ースメニューとその人にあったオリジナルカ

クテルが自慢です。 

今年は外部からの参加者はなく富士五湖メン

バーだけの小じんまりとした集まりとなりま

した。普段の例会では食事なしで議事進行を中

心に行っているので慌ただしさがありますが、

ゆっくり食事をとりながら、またお酒が多少入

っての中でいつもは聞くことのできないメン

バーの話をゆっくりと聞くことができたりと

内容の濃い懇親を持つことができました。本来

は二次会でカラオケに行って盛り上がりたい

ところですが翌日の 3 時半起きを思うと断念。

茅野さん、ごめんなさい！次は新年例会で唄い



まくりましょう!!あっという間の楽しいひと

ときでした。 

 

＊今回は美味しい料理とお酒に囲まれての懇

親会で写真を撮るのを忘れてました。 

ｽﾐﾏｾﾝ！ 

＊また、8月の第 1例会はメンバー参加事情に

より中止となりました。 

 

 

第２６回アジア地域大会に参加して… 

      ～それぞれの旅行記～ 

 

原 俊彦 

7月29日～8月1日までの3日間、日本での開催

は十勝大会以来16年ぶりとなるアジア地域

大会が京都ウェスティン都ホテルで開催さ

れました。 

京都には11時半到着し何時もの様に駅ビル

でお昼を済ませタクシーで大会会場へ。ホテ

ルに入るや粋なハットにオレンジのシャツ、

白いパンツ姿のマーシャルと祇園祭のお囃

子が歓迎ムードを大いに盛り上げてくれま

した。 

今回は「未来を始めよう、今すぐに!」を大

会テーマに16カ国、914名の参加者でしたが、

随所に京都らしさが演出され細やかな気配

りに溢れた大会でした。 

 
3日間で印象に殘ったのは、宇宙飛行士・毛

利さんの「宇宙からの贈り 物」と言う講演

そして20人にも及ぶ芸妓さん、舞妓さん達の

「都踊り」の二つ・・・ 

特に、毛利さんの言葉「宇宙から見た地球に

は国境がなかった。」「宇宙の中の地球をリ

ンゴに見立てた時、生物が生存している大気

圏は僅かにリンゴの皮ほどの厚みしか無い

のです。」・・・些細な事に日々振り回され

ている自分を改めて考えさせられる言葉で

した。 

しかし今回の京都は私個人にとってはもう

一つ大変意義ある旅でもありました。 

それは今は亡き親友宅にお邪魔してお線香

をあげる機会が持てた事です。 

彼は元京都プリンスクラブのメンバーで私

とはお互い何故か馬が合い、大会やイベント

などで会うたび何時も親しく語り合う仲で

したが、5年ほど前すい臓ガンが見つかり壮

絶な闘病生活ののち4年前に亡くなってしま

ったのです。 

応接間に通されてまず目に飛び込んで来た

のは彼の遺影でしたが、その写真の前には私

がプレゼントしたペーパーウエイトが置か

れていました。優しく微笑む彼、私達夫婦そ

して犬のチェリーが山中湖と富士山を背景

に収まっている在りし日のあの懐かしい写

真でした。それを見た瞬間、彼と過ごした

日々を思い出し涙が溢れて止まりませんで

した。 

むせ返るほどに暑く重苦しかった京都でし

たが、長年の想いが叶ったせいか私にとって

は爽やかで心に残る3日間となりました。 

     

 

やっと行けた楽しかった 

第 26 回アジア大会！！           

後藤明久 

年初より夫婦で参加したいと言い、迷いなが

ら申込みをしておきましたが、大会が迫るほ

どに心配されました。特に今年は、恒例のも 

ろこし出荷が配送のみならず、親方として臨

むことになり、7 月 29 日に出荷の始まり、

すぐにアジア大会！ やめるべきか悩みま

したが、親兄弟、先代親方に頼み込んで 3

日間留守にして行く決意をしました。行って

よかったーー！！ 

7月31日金曜日早朝、車で三島駅に向かい、

そこから新幹線で一路京都へ・・久しぶりの

新幹線で嬉しくて駅弁を・・と思ったのです

が、なんとこだま号には車内販売なし、途中

駅でも早すぎて店が開いてない・・・京都に

ついてからのお楽しみになりました。 

京都駅では、富士山部の長谷川さんや樫村夫

妻に会い、いよいよワイズライフの始まりで

す。 

京都では観光の時間はあまりとれなかった

ので、食に重点を置きました＾＾ホテルを荷

物を預けて、お昼にお寿司を頂き、いざ会場

ホテルへ・・・まー大きいホテルでした。天

気にも恵まれて、ワイズ案内もいっぱいいて、

暑い中本当にご苦労様でした。暑がりの私で

すが、ハンカチが絞れる暑さは半端無かった

ですね・・・ 

7月 31日金曜日午後 1時 30分より始まった

アジア大会開会式は、映像を駆使した開会セ



レモニーは国際色豊かで感動的なものでし

た。国際会長やアジア会長などの就任式もあ

り、ワイズメンズクラブの国際性を再確認し

たひとときでした。藤井元国際会長司式のア

ジア会長交代式もありました。改めて藤井さ

んの偉大さ素晴らしさを感じた次第です。田

中直前理事の英語での司会も素晴らしく、進

行も良くスムーズに運営されていました。大

会を通しての司会で田中さんのすごさを改

めて感じました。毛利衛さんの宇宙・地球感

のある講演会も同時通訳の字幕もあり、楽し

く有意義に聞けました。 

 
6 時 30 分からの PAP Night（直前アジア地

域会長ナイト）は多くの芸妓さんや舞妓さん

が踊りを披露して盛り上げました。こんなに

多く集めることができないのをやってしま

う京都ワイズの力はすごいですね。おいしい

料理で、お酒もすすみ、大いに盛り上がり、

多くの東西ワイズと懇親を深めました。 

 
恒例の二次会は、京都岡西さん依頼で、飯尾

さんが段取りしてくれました。京都祇園『蕪

屋かぶらや』でおいしく飲みました。メンバ

ーは京都飯尾さん、後藤 2、サンライズ（小

山、長津、菅原）武蔵野多摩（宮内、伊佐、

大輔っち）とモンゴル Y（ジャファ、エンキ

ン）。 

8 月 1 日土曜日、分科会フォーラム（地域奉

仕）に参加して、エスカーションでは、能観

賞コースに行きました。タクシーで細い路地

を抜けてセミナーハウスでの『清経』の説明

と歌舞伎を見ました。説明を受けていたので、

演者の心模様を感じられた良い機会でした。 

6時 30分よりAP Night（アジア会長ナイト）

があり、生バンドの演奏もあり、華やかなひ

と時でした。おいしい料理とお酒で、懇親を

深めながら、途中からはダンスナイトもあり、

各国のアピールも含めて楽しめました。ワイ

ズの幅広さを改めて感じた時間でした。 

 
 

 
 

 
二次会は、やはり京都飯尾さんについていき、

『蕪屋かぶらや』となりました。なぜか、東

京江東と IBC の台中エバーナイスとの懇親

も増えて定員オーバー！昨夜のメンバーに

甲府小倉さんちも合流して更にオーバー！

なんとか飯尾さん、蒔田さんの顔で席を追加

してもらい、昨夜に引き続いて、盛り上がり



ました。ただ、後藤 2 は何故か江東台中の

IBC＋名古屋メンバーの懇親会に参加でし

た。名古屋もどんどん前に出ていきたいとの

事でした。台湾メンバーは来年の台湾での国

際大会への参加をアピールしていました。 

8 月 2 日日曜日 IBC・DBC 締結式があり、

田中直前理事などの署名がありました。その

後、第 27 回アジア大会プロモーション『シ

ンガポール』、第 72 回国際大会プロモーショ

ン『台湾』がありました。映像を駆使した素

晴らしいものでした。来年の国際大会にも是

非出てみたいと思いました。 

閉会式も開会式同様、格式あるセレモニーで

楽しかった二日間を締めくくりました。 

途中、原さん紹介でアッコさんの facebook

友達の Wichian さん（国際会長）、Andy さ

んにも会えて良かったです。 

終了後、後藤 2 は近くの南禅寺を見学、山門

からの京都の絶景も堪能しました。山門を出

てすぐに、甲府の小倉夫妻とご子息に出会い

ました。不思議なご縁を感じます。 

3 日間のアジア大会を終え、京都駅でうなぎ

を食べ、お土産を買い、また新幹線で三島に

戻り、車で我が家に戻りました。楽しく過ご

せた有意義な小旅行でした。 

 

原 淑子 

7 月 31 日（金）から 8 月 2 日（日）まで第 

26 回アジア地域大会が京都で開催されまし

た。 

参加者は、914 名。内訳は、日本の東日本区

から 159 名。西日本区は、562 名。日本の次

に多かったのは、来年、国際大会が開かれる

台湾から 108 名でした。京都で開かれるの

で日本のワイズの参加者に期待していまし

たが、以外と消極的で、折角の機会なのにな

ぁ、と思いました。1 日目のキーノートスピ

ーチは、宇宙飛行士の毛利衛さん。「宇宙か

らの贈りもの」。大変なお仕事ですが、体験

談を楽しく話して下さいました。18：30 

からは、直前アジア地域会長晩餐会。「和」

のテーマで、舞妓さんの舞、お琴の演奏が続

き、舞妓さんが、テーブルを廻られて、皆と

交流タイム。総勢 20 人程。豪華絢爛でした。

食事も和食で、海外の方も喜ばれました。2 

日目は、分科会。私は YMCA に参加しまし

た。ワイズと YMCA の関係の状況が、報告

されました。ワイズも YMCA ももっと近づ

いて、共に行動する事が大事、必要。又、今、

USA では、YMCA はワイズを必要としない

程、ビジネスが成功しているそうです。ボラ

ンティア主体からビジネス主体に変わって

しまい人と人との交流が当初とは違って来

ている様です。 

 
2 日目は、アジア会長晩餐会で、「洋食」で

した。この晩餐会の中で、望月勉さんが「エ

ルマークロウ賞」を受賞されました。お目出

度うございます!!!  会場は、ビッグバンド

が入り、食後はダンスタイム。エクササイズ

になりました。ユースも参加してパフォーマ

ンスを披露しました。 

最終日は、聖日礼拝で始まり、ユースの発表

や、エリア会長の報告等の後、IBC,DBC の

締結式。そして、来年は台北での国際大会。

その翌年は、シンガポールでのアジア大会の

紹介後、閉会式。全てのプログラムが終わり

ました。あずさ部会、東日本区大会、西日本

区大会、アジア大会、国際大会。それぞれの

大会でしかお会い出来ないメンバー、大会の

始まりの再会の喜び、閉会後の別れの挨拶。

人と人との交流は地域、年代を超えていつも

暖かく、新鮮でエネルギーを貰えます。大会

の関係者の皆様に感謝です。富士五湖からの

参加は、後藤明久さん、昭子さん、 

原俊彦さん、淑子でした。お疲れ様でした。 

 

acco 

7 月 31 日～8 月 2 日まで京都のウエステｲン

都ホテルで開催された第 26 回アジア大会に

行ってきました。夏はトウモロコシの出荷が

始まり忙しくなるので主人は行けないかも

しれないと春の申し込み当初には言ってた

のですが、行けないと思ったら行けない。行

くと決めたら行ける！ということで予想通

りトウモロコシの出荷が始まった 3 日目に

は京都行きの新幹線に主人と一緒に乗って

いました。アジア大会が大好きな京都で開催

されるから行こうと決めた私。宿泊先のホテ

ルに荷物を預け、昼食を済ませてから大会会

場ホテルへ…。駅からはハットをかぶり、オ

レンジのシャツに白いパンツ姿のマーシャ

ルさんたちのお出迎えが続く。かっこいい！

さっすが～京都です。 

1 日目の宇宙飛行士の毛利さんのお話はわ



かりやすくとってもよかったです。 

そして 1 日目の晩さん会は芸子さん舞妓さ

んがずら～と勢揃いして京都らしさがあふ

れていました。席は普段あまり一緒になるこ

とのない横浜クラブや厚木クラブの面々と

ご一緒できて新鮮な盛り上げりでした。晩さ

ん会の後の二次会は京都プリンスの飯尾さ

んの案内でモンゴルのメンバーと武蔵野多

摩、東京サンライズのメンバーと一緒に祇園

に繰り出しました。京都らしい美味しいお酒

とお料理に感激でした。 

2 日目は午前中は分科会に参加。午後からは

オプショナルツアーで私たちは能の観劇で

した。 

 
初めてみる能は素晴らしかったけれど、テン

トは張ってくれてあるもののさすが真夏の

京都の屋外での観劇は汗だくでした。ホテル

に戻ってシャワーを浴びて 2 日目の晩さん

会へ。表彰式で「エルマークロウ賞 望月 

勉ワイズ」に思わず感激!!!! 

晩さん会が始まり、それぞれのパフォーマン

スにダンスタイム。踊れない私も踊ってみま

した。その後の二次会ではまた飯尾さんにお

世話になり祇園へ。江東クラブのＩＢＣ交流

会に名古屋クラブに京都プリンスに私たち

二人も混ざって。翌 3 日目は閉会式で終了。

私たちは会場ホテルの近くにある南禅寺へ

汗だくの参拝をして帰路に。 

他のクラブはこの機会に IBCやDBC交流会

を持つところが多かったみたいですが、どち

らもない富士五湖にとってはちょっぴりさ

びしい気もしました。富士五湖クラブ皆さん、

良いお相手をみつけましょうね！と、つくづ

く思った次第です。 

3 日間の暑くて熱い京都でのたくさん交流

できたアジア大会はとても有意義で楽しい

時間でした。会いたかった海外や京都のface 

book 友達たちにも会えて満足。次回に再開

するときにはもっと英語が話せるようにな

っていたいなあー。 

大会関係者のみなさま、楽しい時間をどうも

ありがとうございました！ 

そして留守中、トウモロコシの出荷を頑張っ

てくれた家族にも感謝なり☆ 

 

 

 

～富士山 山小屋だより～NO.3 

望月 勉 

 

富士山、山梨県側の 7 月から 8 月の登山者数

は、147,616 人で、昨年を 28,838 人(16.3%)

下回ったことが、9 月 1 日に富士吉田市のま

とめでわかった。2 か月間の登山者数が 15

万人を下回るのは、2005 年以来と発表があ

りました。7 月の登山者を見ていると、去年

の 30％減かと思っていました。しかし、8

月は天気にも恵まれ（台風が一つも無かっ

た）去年の 10％減におさまったことで、2

か月で 16％減という結果でした。 

 外国人が、去年に比べ 50％増というのも

大きな特徴でした。私のいるトモエ館でも、

8 月は連日外国人客の団体がやってきまし

た。登山ガイド達から「支配人、外国人の団

体にも挨拶をして下さい。」との要望があり、

ついに毎朝、外国人の団体が下山する際に英

語でスピーチをするはめに。 

 

“ウィラートラベル  No3  Ladies and 

Gentlemen 

Thank you for choosing Tomoe Kan. I’m 

glad to hear you guys did summit.  

We hope you will arrive at home safely. We 

hope see you again someday. 

Have a nice day. See you. Bye.” 

「みなさん. トモエ館に、ご宿泊ありがとう

ございます。皆さんが登頂したことを聞き、

嬉しく思います。皆様が無事に自宅へ帰るこ

とを心より願っています。また、いつか皆様

にお会いできることを楽しみにしています。

よい１日を。それではまた。さようなら。」 

 

これがまた受けること、受けること。中年

のおじさんが一生懸命やっていることが大

受けだそうです。 

 大変な時代になったもんです。 

 

            

 

 

 

 

 
 



「あれやこれや」                               
トウモロコシの出荷作業                        

acco 

 

今年は主人がトウモロコシの出荷作業のすべてを請け負うことになり我が家はタイヘンだ! 

毎朝 3時 25分に目覚ましが鳴り、起きて顔を洗って着替えて山の畑へ出発。 

まだあたりは真っ暗で夜空には星。2 トン車と軽トラでいざ山へ…。主人と息子で灯りのセ

ット。私たちはコンテナカゴの組み立てと作業場所のセット。義父、義兄、義弟たちは既に

畑に入ってトウモロコシをかき始めている。定位置について義母と私はカゴいっぱいになっ

たトウモロコシの芯をカットして選別作業。大、中、ハネに分けて義妹と主人で出荷用のコ

ンテナカゴに選別セット。息子がトラックに積んでいく。次々と畑からヘッドライトをつけ

てカッパを着たかき手がカゴいっぱいのトウモロコシをネコ車で運んでくる。目の前にカゴ

がずら～と並ぶ。私たちは手を休めることなく作業が続く。菜切り包丁を勢いよく芯をめが

けて振り下ろす。スパ～ンときれいな切り口。緑々していてみずみずしく、大きさもまずま

ず、虫食いもなし。こんな時の作業は 4 時前から始めて 6 時過ぎには終了。しかし、そんな

ときばかりではなく、トウモロコシの穂先に虫がいるときには目を凝らしての選別、アブラ

ムシがいたら洗って拭いてと作業に時間がかかる時もある。やがてあたりが明るくなってき

て富士山が顔を見せた時にはこの上なく幸せな気分。1 か月の作業の中では、雨の日もあり

カッパを着てまるで登山している気分。出荷作業を終えて主人と息子は納品へ…。私は家に

帰ると掃除に洗濯、朝ご飯を食べて事務所へと通常の仕事へ。事務所で気を張って仕事中は

よいのだが自宅に戻ってくつろいだら眠気が襲ってくる。少しばかりの仮眠をとる。夕食後

はお風呂に入って早く寝るのが仕事。やがて腕が痛くなり、チールを塗る。痛み止めを飲む。

そんな日々が 1か月あまり続いた。やれやれ…。 

私たちはこれで終わりだが両親の出荷作業は今日も続いている。そう、白菜の出荷が始まっ

たのである。目の前に大先輩の 83歳になる両親がいたから頑張れた今年の夏でした。 

 

≪ＹＭＣＡだより≫ 

露木淳司 

リーダー不足に悩みながらも、今年も何とか夏のプログラムを無事終了することができまし

た。8月下旬より通常の毎日に戻っております。今年は終戦 70周年ということで、報道や街

の行事などにも平和をテーマにしたものが目立ちました。山梨 YMCAは終戦の次の年に誕生し

ました。ということは、来年私たちも 70周年を迎えるということになります。この節目を前

にして今、山梨 YMCAにおいては、ぶどうの木の開設、会館前の道路拡幅、甲府市の放課後児

童クラブ事業受託など追い風が吹いています。経営状況は徐々にではありますが健全化に向

かっているようです。時代と地域のニーズを見据えて、将来の YMCA運営のヴィジョンを正し

く示し、その基盤づくりを確かなものにしていきたいと考えます。70年の歴史を支え続けて

くださったワイズメンの皆さん、地域にとって必要不可欠な YMCA運動をどのように進めてい

くべきか、70周年を機に未来に向かってどう舵取りをすべきか、引き続き知恵と力をお貸し

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの予定 

 9 月 8 日(火)PM 8 時～    9 月第 1 例会    ふれあいセンター 

 9 月 25 日(金)PM 8 時～    9 月第 2 例会    ふれあいセンター 

 9 月 26 日(土)～27 日(日)       第 13 回富士山例会  富士山 5 合目 佐藤小屋 

 10 月 13 日(火)PM8 時～    10 月第 1 例会    ふれあいセンター 

 10 月 18 日(日)PM2 時～6 時  あずさ部会      山梨県防災会館 

 10 月 30 日(金)PM8 時～    10 月第 2 例会    ふれあいセンター 

 11 月 3 日(火)        山梨 YMCA バザー(第 1 例会振替)  山梨 YMCA 

 11 月 27 日(金)PM8 時～    11 月第 2 例会    ふれあいセンター 



第 1３回富士山例会のご案内 
 

日本一高いところで行われる富士山例会もおかげさまで今年で１３回目となります。 

毎年参加される方、初めて参加したい方、どうぞおいでください。 

五合目でのきのこ狩り散策から始まり、特別例会に、お楽しみの時間   

そして懇親を深めるバーベキューに、夜は満天の星の下で語らい、 

早朝ウオークで神々しいご来光を見てみませんか？ 

オプショナルツアーでは富士山のとっておきの場所にご案内します。 

是非、山小屋にお泊まりください。山小屋の夜を、朝を体験してください。 

富士山に抱かれて、パワー充填！癒しのひと時を味わって下さい！ 

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 ２０１５年９月２６日（土)～ ２７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      

     ＊できる限り、フル参加して下さい。懇親を深めましょう！ 

メン、メネット、コメット他、多数の参加をお待ちしております。 

★日 程  ９月２６日(土)  ９：００～富士山駅集合・出発 

              １０：００～馬返しから佐藤小屋まで吉田口登山道ハイク 

                    （富士山専任ガイド付） 

１３：００  BELL集合 乗り合わせ出発 

              １４：００～ 富士山五合目着 きのこ狩り・自由散策 

              １５：３０～ 合同例会 

                      お楽しみの時間 

              １７：００～ バーベＱ＆懇親会 

      ９月２８日（日）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  

五合目駐車場～三合目まで 

「船津登山道雲海バスコース」 

              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、差し入れなど大歓迎いたします。 

 

★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 

 

★お問い合わせ・お申し込み 

     富士五湖ワイズメンズクラブ事務局 後藤まで 

     ＴＥＬ：０５５５－８４－４２３３ ＦＡＸ：０５５５－８４－４２３２  

   Email:ag1263@olive.ocn.ne.jp  *FAX 又はＥmail にてお申し込みください。   

 

 ★申し込み締め切り ９月１９日（土） 

リクエストに応えて 

今年もやります。 

吉田口登山!! 

 

 

 


