
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

  

第 1５回富士山例会 

９月３０日（土）～１０月１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      望月勉 副会長    

２、ワイズソング＆ワイズの信条       

３、会長あいさつ    望月 勉副会長   

            小山憲彦副会長    

４、ゲスト紹介＆参加クラブ紹介   

５、ゲストあいさつ 

大野あずさ部長（公式訪問）    

６、HappyBirthday&Anniversary   

７、諸報告  

８、YMCAのうた                                 

９、閉会点鐘      小山憲彦副会長       

記念写真  

準備の時間のおもてなし  

第２部 バーベキュー懇親会 PM5 時 15 分～ 

第３部 星空の集い 

１０月１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(いずみの湯) 

PM１時３０分～  解散 お疲れ様でした！ 

 

 

 

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 

２０１７年 富士五湖クラブ ９月ブリテン 第１５４号 

国 際 会 長 ：Henry Grindheim（ノルウエ－） 

「ともに、光の中を歩もう」 

アジア太平洋会長：Tung Ming Hsiao （台湾） 

「ワイズ運動を尊重しよう」 

東日本区理事：栗本治郎（熱海） 

「広げようワイズの仲間 」 

あずさ部長：大野貞次(東京西) 

「継続は力なり・一歩でも前に・そしてあがこう」 

  

富士五湖クラブ会長：原 淑子 

  『広げよう 富士五湖の輪』 

会長 原 淑子 

副会長 後藤明久 

副会長 望月 勉 

書記 後藤昭子 

会計 武藤五子 

会計 望月喜代子 

直前会長 原 俊彦          

 

 

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！ 
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８月のデータ 

  会員数    １１名 

  例会出席    ６名 

       ゲスト             ５名 

       ｺﾒｯﾄ・ﾏｺﾞﾒｯﾄ        ４名 

例会出席率        ５５％        

ニコニコ BOX              ０円 

累計               ０円 

 

 

 



2017 年 8 月第 1 例会 

 

 

日時；2016 年 8 月 4 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（喜）、後藤 2、三浦 

 

原淑子会長から納涼例会お疲れ様でした。今後も楽しい

例会を進めていきましょうと挨拶され開会。 

〈松本ヤッホー評議会〉参加者が例年より少なかった。

新年度あずさ部予算はもめてが可決された。昼食は出な

いと言われていたが、有名な松本のカツサンドが出た。

事前に内容も知らせてほしかった 

〈8/27（日）甲府 21 主催のぶどう棚の下の納涼例会〉

出られる人は会長まで連絡する。 

〈DBC 関連〉チラシ作製；原実行委員長が京都洛中と

打合せして作成する。 

アピール横断幕の作成；チラシ同様。 

締結式のアトラクション；富士五湖時間とる＞三浦さん

指導のエビカニ、燃えろワイズの歌。 

〈京都部会〉9/10（日）原 2 参加する。少しでもお互い

の行事に参加する方向。 

〈富士山例会〉DBC 締結式の予行演習でエビカニ、燃

えろワイズの歌を歌う。 

オプショナルツアー；紅葉散策か富士山眺めコース。天

候と紅葉の時期とのバランスで決める。 

ツアー案；忠霊塔（新倉山公園）コース、お中道散策コ

ース、大室山散策コース 

ユース料金；半額＞日帰り 3000 円、宿泊 6000 円 

前日の 9 月第 2 例会日に、買い出しと、最終打ち合わせ

をする。 

〈九州災害募金〉クラブから 10000 円拠出する 

今年度は、富士山例会、伊東移動例会、DBC 締結式と

宿泊参加することが多く、来年 5 月にはあずさ部第 3

評議会の担当もあります。充実した良い年としましょう

と挨拶があり、閉会となった。 

〈キルト展案内〉富士河口湖中央公民館ロビーにて。キ

ルト作家の志賀明美先生のアメリカンパッチワーク・キ

ルト展が、8/2 間で開催されています。是非ご覧くださ

い。 

〈あずさ部会〉10/21（土）粋の街・神楽坂の日本出版

クラブ会館で行なわれます。楽しいワイズの交友はみん

なが集まる部会から！！始まります。多くの参加をお願

い致します。 

 

 

 

 

 

富士山通信 第６号 

                                                             

望月 勉 

富士山の夏山シーズンもあと数日(このブリテンが配

信される時には終了しています) 

となりました。大きな台風もなく登山者は去年よりも増

加しました。外国人登山者の激増には、私も驚くばかり

でした。特に中国(台湾、香港)と東南アジア諸国の増加

には富士山全体が対応に追われました。それにともない

中国語のできるガイド、従業員の確保には苦労しました。 

８月１１日からの連休、お盆休みは外国人の急増、そ

の対応に追われました。 

富士山が３０年前に後戻りしたようなゴミの山となり、

特に山頂と登山道は酷いものでした。富士山が世界遺産

となったことが大きな要因だと思います。 

来年のシーズン前には中国語のできるガイドと従業

員の確保が急務です。そして、私も多少の中国語覚えな

くてはならないと痛感しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏の思い出                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

夏の思い出 

三浦洋美 

 

好きな娘にとっては何とか4日間乗り切れるかなと期待もしていました。大勢での夕食、いつも違う食事内容。 

全てが家での生活とはかけ離れている生活でした。 しかし、娘と生きてきた28年間の中でこんなに穏やかで、 

良い子の娘に出会ったことが無いほどみんなの中で生活していました。私もこんなに安心の中で過ごせたこと 

無かったので最高の時間過ごしました。そして、なによりも嬉しかったのが、私が「28年間で初めてこんな良 

い娘を見れて幸せだった」という言葉に、一緒に行った方々も喜びメールをくださり、涙涙しかありませんでし 

た。 

 

 

「あれやこれや」 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

今年は、年初からの自治会活動の組長の役務が多く、特に夫婦参加ですので、特に忙しい夏になりました。 

組長の仕事も年内いっぱいあり、もう一段の気合を入れて進んでいきます。内助の功に助けられて、なん 

とかこなしていければと思います。改めて acco さんに感謝いたします。 

今後とも宜しくお願い致します m(_ _)m 

 

 

 

山梨 YMCA だより 

露木淳司 

今年の夏は、わいわい地球塾 20 本にキャンプ 6 本のプログラムを用意して、子供たちを迎え、海へ山へ街へと繰り

出しました。キャンセル待ちのプログラム続出で、概ね定員通りに集まりました。 

前半は迷走台風の影響でスカッと晴れる日が少なかったのですが、かえって暑さに苦しめられなくてよ 

かったのかもしれません。わいわい地球塾一番人気「キッザニアに行こう」は追加プログラムを含めて 6 回実施。

参加総数は約 500 名のうち 120 名がこのプログラムの参加者となります。 

7月に３泊４日で、奄美大島に娘と私達（三浦母娘）を日頃よ

りサポートして下さっているヨット仲間と行ってきました。 

ヨットを通して知り合った奄美在住の方の家に宿泊。皆さん

知っての通り、娘は自閉症、特に拘りが強くいろいろ事がパ

ターン化され、それが乱れるとパニック（大声で騒ぐ、それ

も何時間も）不安の中出掛けましたが、水（海。プール）が 

 

後藤明久 

今年の夏も終わりました。朝 3 時 30 分起床、毎日トウモ

ロコシの収穫、出荷、納品と、acco さん、裕介（長男）

の３人で毎日出動でした。毎年の定番ですが、今年の例年

並みの出荷がありホッとしました。 

７月のキックオフ例会から始まるワイズ活動も忙しくな

り、納涼例会のころはトウモロコシの時期に重なり大忙し

です。他クラブ行事への参加も難しくなります。 

 



 

 

 

さらにこの夏に立ち上げた「きらきら教室」(発達障がい児のための児童デイサービス)も順調に利用者が増えてきて

毎日 5～７人が滞在するようになりました。こちらもてんやわんやです。個性豊かな子供たちとハートフルなスタ

ッフたちの熱気あふれる夏の YMCA でした。そして、今年もワイズメン、メネットの皆様に大変お世話になりまし

た。 

「フクロウキャンプ」には甲府、甲府２１、富士五湖の皆様の様々なご支援をいただきました。甲府２１の廣瀬健、

まさみ夫妻には「もとすこアドベンチャーキャンプ」でインストラクターとして、富士五湖の望月勉、喜代子夫妻

は「富士山ガンガンキャンプ」の宿泊地、標高３４００ｍ、本八合目のトモエ館の支配人として、共にカラダを張

ってご奉仕いただきました。皆様に支えられて、無事に怪我も事故もなくこの夏を乗り切れたことに感謝申し上げ

ます。 

 

 

 

昨年の夏から実施していますがキッザニアオンリーのリピー

ターだった子も、何度かきているうちに YMCA のファンにな

ってほかのプログラムにも参加してくれるようになります。 

きっかけは何であれ、ファンが増えて本来の YMCA の願いが

広がっていけば、こんなにうれしいことはありません。また、

この夏の学童保育では、夏だけ参加する子が増加し、一時登

録者数が 100 名を超えました。YMCA 会館の中だけではみな

ぎるちびっこパワーは受け止めきれず、夏祭りやソーメン流

しをしたり、プールやアイスクリーム工場に出かけたりと大

忙しでした。 

♪これからの予定♪ 

 

9 /8(金)  9 月第 1 例会 20 時～ふれあいｾﾝﾀｰ  

9/29(金)   9 月第 2 例会  20 時～ふれあいｾﾝﾀｰ 

9/30(土)～10/1(日) 第 15 回富士山例会         富士山 5 合目「佐藤小屋」 

10/13(金) 10 月第 1 例会 20 時～ふれあいｾﾝﾀｰ 

10/21(土) あずさ部会  神楽坂 

10/27(金) 10 月第 1 例会 20 時～ふれあいｾﾝﾀｰ 

11/3(金)  山梨 YMCA バザー 

11/25(土)～26(日) 第 3 回伊東移動例会 

 

 


