
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４回富士山例会 

2016 年 9 月 24 日~25 日 

於：富士山五合目“佐藤小屋” 

 

９月２４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              

１３：００  BELL集合  

１４：００～ 富士山五合目着 きのこ狩り・

自由散策・部屋割り 

１５：１５～ オリエンテーション 

第１部合同例会  

       開会点鐘 

       ワイズソング＆ワイズの信条 

       会長あいさつ 

       ゲスト紹介 

       ゲストあいさつ 

       HappyBirthday&Anniversary 

              YMCAのうた 

       諸報告 

       閉会点鐘 

お楽しみの時間  

１７：００～ バーベＱ＆懇親会 

９月２５日（日）            

５：３０～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  

「奥庭散策コース」 

 １４：３０  下山し、昼食＆温泉 解散 

 

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 

２０１６年 富士五湖クラブ ９月ブリテン 第１４２号 

国 際 会 長 ：Joan Wilson（カナダ） 

「私たちの未来は、今日より始まる」 

アジア地域会長：Tung Ming Hsiao （台湾） 

「ワイズ運動を尊重しよう」 

東日本区理事：利根川 恵子（川越） 

「明日に向かって、今日動こう 」 

あずさ部長：浅羽俊一郎(東京山手) 

「あずさ部は賜物の宝庫。もっと活かそうぜ！」 

  

富士五湖クラブ会長：原 俊彦 

  『一人ひとり持ち味を出して輝こう！』 

会長 原 俊彦 

副会長 茅野信雄 

副会長 望月 勉 

書記 後藤明久 

会計 武藤五子 

会計 望月喜代子 

直前会長 小池亦彦          

 

 

８月のデータ 

  会員数    １１名 

  例会出席    １０名 

例会出席率       ９１％        

ニコニコ BOX   累計       ０円 

 

 

 

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！ 

 

 

今月の Happybirthday 

 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！ 

   Anniversary は該当がありません 

 



2016 年 8 月例会 

 

後藤 

日時；2016 年 8 月 19 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；原 2、望月 2、後藤明、遅れて小池 

原会長より、少人数ですが始めしょうと挨拶があ

り、モンゴルでの 1 週間に及ぶ結婚式の話などを

して頂き、例会開始となった。 

次回予約：9/2（金）、9/23（金）は喜代子さんが

予約を取った。 

富士山例会についてのチラシ確認、各項目のチェ

ックを行なった。 

バスの確認；acco 露木 2 日 OK 

資材車で望月ダットサン出す、原会長運転。 

登山担当；小池、駒ちゃん（望月さんは肺の状況

により 1 日目下山になる） 

翌日のオプションは奥庭散策 

浅羽あずさ部長の公式訪問になっている。 

望月夫妻；甲府クラブ標直前あずさ部長のお母さ

んなくなり、8/15 通夜に行った。 

DBC 交流会；原会長→京都洛中クラブに連絡、

先方より交流日程案が来ている。 

9/11（日）京都部会に原 2 参加してくる、翌日大

野交流担当の工房見学してくる。 

十勝 40 周年記念例会；原 2、acco3 名参加。横浜

つづきの辻さんも同宿、一緒になりそう。 

富士山例会案内状；甲府、甲府 21、サンライズに

出す（原）、ドットコムにも流す（acco） 

賛助会の件；元サンライズの天野さんは入っても

良いとの事。名前を考えていく。 

11/26-27（土日）；伊東移動例会の件；acco 予約

取る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十勝ワイズメンズクラブ40周年記念例会 

                                    

原俊彦 

北海道への旅はいつ以来だろう？・・・そう考え

てしまう程久し振りの十勝行きでした。 

空港でレンタカーを借りアッコさんと3人で広大

な十勝平野の真っ直ぐな道を一路ホテルへ。 

ロビーで一休みした後、同じホテルに宿泊してい

る横浜つづきの辻ワイズと一緒に30分ほど車を

飛ばして前夜祭の会場へ。土砂降りの雨の中漸く

辿り着いたレストランでの前夜祭には台北ダウ 

 

 

ンタウンクラブや京都、京都ウエストなど総勢８

０名が出席、何れの料理も正に舌巻くほどの美味

しさ・・・聞けば予約を取るのが難しく十勝でも

人気のレストランとか・・・。  

翌日は特に予定もなかったのでIBCツアーに便乗

して四つ葉乳業の工場、農産物の選別出荷場を見

学。その後ホテルに戻って軽く昼食を済ませ北海

道部会に出席。部会での記念講演は京都ウエスト

クラブの森田恵三ワイズ・・・「会員減少で危機

的状況にあるワイズを救う手立ては？皆さん太

平の惰眠を貪っていませんか？」ワイズをこよな

く愛する82歳の森田さんの言葉は命を削っての

悲痛な叫びにも聞こえました。 

続いて会場を移して「十勝ワイズ40周年記念例会」

が開催されましたが、出席者は何と120名。祝会

は台北のメネットによる民族舞踊で出席者全員

が手を繋ぎ大いに盛り上がりました。 

2次会は近くの屋台村で京都の岡西ワイズ夫婦を

交え夜遅くまで十勝の夜を満喫しました。 

  



 

 

3日目は11時から中村ワイズの農場でバーベキュ

ー、連日のご馳走づくめに加え此処でも十勝クラ

ブ全員によるテンコ盛りのおもてなし。 

 

最後に池田ワイズのご自宅を訪問。もう30年近く

前になるだろうか？奈良さんと一緒に見学した

校舎は焼失して今はなく、跡地に建てられたパオ

(？)に入り暫し遠い昔を懐かしみました。 

山田会長はじめ十勝クラブの皆さんの暖かさに

に触れ大満足の北への旅となりました。 

 

 

 

 

２５年かけて目標達成 

望月勉 

今年の３月、胃ガンの手術が決まり、２～３ヶ月

程度仕事から離れる事になりました。ベッドでの

長い時間をどう過ごすか思い悩んでいた時、思い

ついたのが、もう無理だと諦めていた私本太平記

全７巻の読破と、２５年前から何年かかけて２１

巻の途中まで読んだ山岡荘八「徳川家康」全２６

巻の読破でした。特に「徳川家康」は２０年程中

断していたので、どうしても読もうと思いました。

１月からＮＨＫの大河ドラマ「真田丸」にも、徳

川は頻繁に出ていましたので、なおさらでした。

６月１２日、ついに徳川家康立命往生の巻２６巻

を読み切り、長年の目標を達成しました。山岡荘

八の文庫では、２位の豊臣秀吉が全８巻ですから、

徳川家康２６巻は飛び抜けています。家康最後の 

 

いうことじゃ、みんなのためということはのう、

今生きてある人々だけのものということではな

い。これから無限に生まれてくる、数限りない

人々のために、大切に扱わねばならぬ」１６１６

年死去。それから長い間、徳川による太平の世が

続くことになります。私には想像も出来ない偉大

な人間だったんだと感動しました。 

 

 

 

 

 

 

「あれや これや」 

                                

武藤五子 

娘のマキと2年ほど前から家の近くを夕食後に散

歩しています。 

今年の春から今までの道から別の道に変えてみ

ました。以前は坂を必死に登っていたので夜景は

とても綺麗でしたか、マキも息があがり大変そう

なので夜景は楽しめませんが、平らな用水路の脇

道をのんびり歩くことにしました。 

すると7月初めてになんと蛍を見ることができる

ようになりました。先にマキが気づいて珍しく大

「この世のものはの、誰

のものでもない。誰のも

のでもないというのは、

みんなのためにあるとい 

 



きな声で(ホタルだ)といいました。毎日今日は見

れるかな？と楽しみに出かけ蛍の光に毎夜とて

も癒されました。 

夏も終わり見られなくなったのでちょっと寂し

くなりましたが、今は秋の虫の音で癒されていま

す。 

また来年も変わらない蛍の光を楽しみにしてい

ます。 

 

 

 

 

 

≪山梨 YMCA だより≫ 

露木淳司 

70 年目の夏のプログラムが無事終了しました。今年はキャンプが４本、わいわい地球塾が 27 本実施さ

れ、延べ 354 名の参加者を得ることができました。また、プライムタイムは夏休みも休むことなく、早

朝から 50 名前後の子どもたちが参加し、連日大賑わいでした。特に今年は野外活動や社会見学の他に、

パルシステム山梨と提携し、食育、環境、くらしシリーズと称して、楽しく学べるプログラムを導入し

大変好評でした。キャンプでは、甲府 21 の廣瀬健・まさみ夫妻の協力を得て、本栖湖の浩庵キャンプ

場をベースに水辺のアウトドアプログラムを本格的に楽しむことができるようになりました。また、富

士五湖クラブの望月勉会員のお声がけをお受けし、2 年ぶりに富士登山がんがんキャンプが復活！19 名

の子供たちが富士登頂に挑みました。そして恒例のフクロウキャンプは 36 回目を数え、各ワイズ、ロ

ータリーの皆様のご支援ご協力の下、八ヶ岳のふもとにて充実したひと時を過ごすことができました。 

 さて、この暑い夏の間も休むことなく進められている山梨ＹＭＣＡ将来計画検討委員会では、野々垣

健五委員長を中心に活発な論議が交わされ、現在のところ、新会館候補地が 16 箇所提示されています。

どれも一長一短あり、なかなか結論までの道のりは長そうですが、今年度内には明確な方向付けをしよ

うと着実に前に進んでいます。皆様、耳寄りな情報がございましたら、ぜひＹＭＣＡまでお寄せくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

つぶやき♪ 

 夏の繁忙期（とうもろこしの出荷作業）が終わって一段落といったところです… 

 8 月号、9 月号と編集が遅れてしまったこと申し訳ありませんでした!   

もうすぐ富士山例会です。富士五湖クラブ重点イベントの１つです。 

みんなで協力して今年も楽しい例会にしましょう！頑張るぞっと!!!  acco 

 

これからの予定 

  9/2 (金)  20 時～       9 月第 1 例会        ふれあいセンター 

  9/23(金) 13 時 30 分～富士山例会の買い出し 

  9/23(金) 20 時～   9 月第 2 例会        ふれあいセンター 

  9/24(土)~25(日)        第 14 回富士山例会      富士山 5 合目“佐藤小屋” 

  10/14(金) 20 時～   10 月第 1 例会        ふれあいセンター 

  10/22(土) 13 時 30 分～あずさ部会       在日本韓国ＹＭＣＡアジア青少年センター 

  10/28(金) 20 時～   10 月第 2 例会        ふれあいセンター 

  11/3(木)        山梨 YMCA バザー(第 1 例会振替)   山梨 YMCA 

  11/26(土)～11/27(日)  第 2 回 伊東移動例会 

  12/3(土)        クリスマス合同例会     東京 YMCA 山中湖センター 

   

   


