
 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ～富士山 8 合目から下界(すそ野)を望む 

 

 

 

 

 

 

 

8月納涼例会 

 

2018年月 8月 4日(土) 

    於：原別邸 

会長あいさつ 

バーベキュー懇親会 

 

            

 

 

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 

２０１８年 富士五湖クラブ  ８月ブリテン 第１６５号 

国 際 会 長 ：Moon Sang Bong（韓国） 

「Yes、we can change」 

アジア太平洋会長：田中博之 （日本） 

「Action」 

東日本区理事：宮内友弥（東京武蔵野多摩） 

「為せば、成る 」 

あずさ部長：廣瀬 健(甲府 21) 

「未来はそれに備える人のものである」 

  

富士五湖クラブ会長：後藤明久 

  『さらに進める 私たちはできる』 

会長 後藤明久 

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 原 淑子          

 

 

7 月のデータ 

会員数     １１名 

例会出席            8 名 

例会出席率    ７３％        

ニコニコ BOX             ０円 

                     ０円 

累計           ０円 

  

今月のハッピーバースデー ＆アニバーサリー 

   該当がありません 

 

 

 

 

望月夫妻と 

すそ野より 

富士山を望

む後藤夫妻 

それぞれが

それぞれの

場所でメン

バーを想う

とき・・・ 

 



2018-2019 年 7 月キックオフ例会 
 

日時；2018 年 7 月 13 日(金)午後 8 時～9 時

45 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、

武藤＋まきちゃん 

 
原 淑子直前会長から後藤新会長へ… 

バッジの引継ぎを行いました。 

 

新年度最初の例会、後藤新会長より、毎年の

ことですが、富士五湖クラブはイベントが多

く、あっという間の一年になりますが、新人

勧誘などのしつつ、楽しみながら、心機一転

頑張って行こうとの挨拶で始まりました。 

7/14（土）第 1 回あずさ部代々木の杜評議会

（オリセン）；後藤 2、原 2、小池 

評議会は 1000 円、二次会は 2000 円。オリ

セン内の同じ喫茶室で行う。 

8/4（土）納涼例会；原別邸でバーベキュー

例会。会費 1500 円、ゲスト無料。 

原 2、後藤 2、武藤＋マキちゃん、三浦＋健

大生など？＝7～10 名参加予定。 

第 16 回富士山例会について；2018/09/29-30

（土日）評議会でパンフレット配布、Y’s.com

流す。 

オプショナルツアー；最初に戻る案もある、

移動を考えて決める。バスは山梨 YMCA に

依頼する。 

伊東移動例会 10/27-28（土日）赤沢温泉で

ゆったりする。予約済み；他クラブ行く人の

確認。DHC 赤沢温泉；部屋確保済み。（acco） 

広瀬部長公式訪問日；富士山例会、移動伊東

例会、新年例会で打診する。 

議事中心で終了し、夏の忙しい毎日が始まり

ます、皆さまご自愛ください。お疲れ様でし

た。 

 

2018-2019 年度 

第 1 回あずさ部代々木の杜評議会 

 
2018 年 7 月 14 日（土）国立オリンピック

記念青少年総合センター（通称オリセン）

402 号室 

参加者；後藤 2、原 2、小池 

後藤 2 は高速バスで、原 2 は電車で。小池

さんは自家用車で向い、渋滞ひどく高尾から

電車でと、現地集合となりました。久々の東

京は、熱く汗だらだらでした。会議室もなぜ

かエアコンが弱かった、料金に比例している

のかと疑ったほどでした。話しでは料金は変

わらず、ただ施設が古いようでした（笑） 

定刻の 13 時より、東京サンライズの小山久

恵メンの司会で開会式が始まり、廣瀬部長の

開会点鐘、ワイズソング＆ワイズの信条の唱

和、大谷博愛会長の歓迎の挨拶がありました。 

評議会に移行し、あずさ部古屋秀樹書記の出

欠確認と広瀬部長の評議会成立宣言があり

ました。 

（議決権者 57 名中、40 名出席、10 名委任

状。半数以上で評議会成立。） 

広瀬部長より、甲府地区は 5 名入会した、

各クラブで 1 名づつ会員増強をしてほしい

と挨拶された。 

議案審議は 2 点で、2017-2018 年度（昨年

度）会計決算案の承認、2018-2019 年度会計

予算案の承認の件、一部修正で承認されまし

た。 

第 1 回東日本区役員会報告があり、次々期

理事に東京武蔵野多摩クラブの板村さんが

承認された等の報告がありました。郵便によ

る緊急代議員会で承認を得る場がレです。 

その後、各事業主査、各クラブ会長の活動方

針が発表となり、当クラブからは、小池国際

交流主査が『何事も一歩一歩』の主題を上げ、

あずさ部の献金率向上やロールアップマラ

リアへの取り組みを話しました。富士五湖ク

ラブの第 16 代後藤会長は『さらに進める 

私たちはできる』〈創設 16 年目 新たな 第

二歩へ〉を掲げ、まずは第 16 回富士山例会

への勧誘を行なった。 

最後に宮内東日本区理事より、7 月西日本豪



雨は YMCA と共に動こう、7/14 から YMCA

同盟が新金集めをする。クレジットカードに

も対応する、報告は各クラブ単位で区事務所

でお願いしたい。今期は会員増強に力を入れ

てる。広報に渡辺大輔を任命し、区ホームペ

ージに入会式写真を載せていく、理事が入会

式には出来る限り出席する方針と宣言した。 

最後に監事講評で、前期決算、今期予算が承

認され、廣瀬丸が発進した。今年は EMC 元

年になると感じます、宜しくお願い致します

と挨拶された。 

 
全員で記念写真を撮り、センター2 階のカフ

ェ・フレンズに移動して第 1 部懇親会とな

った。 

 
第 1 部ではアルコールなしで開催され、長

津徹メン司会で、宮内東日本区理事の乾杯で

始まった。ビュッフェ形式で行なわれました。

出席者紹介やアピールタイムがあり、

YMCA の歌を合唱して、廣瀬部長による閉

会点鐘で終了しました。 

続いて、予定より 30 分早く第 2 部が始まり

ました。ここでは、生ビールやワインなどア

ルコールも出てきて、やっといつもの雰囲気

になってきました。参加者はいつものメンバ

ーで、今後のあずさ部、ワイズ全体の話しに

も広がり、わいわいがやがやと盛り上がりま

した。定刻で終了し、後藤 2 は娘と合流、

そこに東京武蔵野多摩、東京サンライズの

面々と一緒に、居酒屋に繰り出しました。お

疲れ様でした。 

 

 

「あれやこれや」 

2018年夏 富士山八合目 
                                                                       

望月 勉 

山開きをして、早くも折り返し地点となった

今年の富士山です。 

例年になく梅雨も早く開けた今年の夏です

が、７月の山梨県側登山者の総数は去年の2

割減という結果が出ました。 

私のいる本八号目トモエ館ではそれほどの

マイナスは出ていませんが、強く感じること

は、日本人登山者の大幅な減少です。感覚で

は去年の半分近くになっていると思います。 

それをカバーしているのがインバウンド。特

に中華系登山者の大幅な増加です。 

多い日には7割が外国人。平日でも毎日15カ

国程の国の登山者が宿泊しています。 

私も去年から外国人ツアー客が下山する時

には英語で挨拶を始めましたが、今年からは

中国語もというガイドの声で最後の2・3行を

中国語で挨拶をしています。 

富士山で支配人をして40年。こんなに変化が

ある事は想像も出来ませんでした。今年は全

宿泊者の半分以上が外国人宿泊者になると

いう事は確実です。いったい富士山はどうな

るのか毎日下界を見て思う日々です。 

 
天気の良い日には富士山影冨士がみえます 

 

 
雲海が広がって・・・ 



≪山梨 YMCAだより ≫  
                                      露木淳司 

          インターナショナルな環境づくりを目指して 

 この 7 月、甲府市の中央保育所跡地が正式に山梨 YMCA 所有の土地として登記されました。い

よいよ、これから２０２０年のグランドオープンに向けて、事業内容、設計内容の詰めの作業に

入ります。 

その中で、新たに甲府市からの期待を受けて検討を始めているのが国際交流事業です。現在甲

府市には大きく分けて三種類の外国人が存在します。それは外国籍市民の方、県内の大学に通う

留学生の方、そして外国人観光客です。この中で、まずは外国籍市民の方々にそれぞれのお国の

文化を紹介していただくイベントを定例的に開催していきたいと考えています。つまり、音楽や

クラフト、料理、衣装などを紹介していただきながら、インターナショナルなネットワーク作り

に挑戦します。 

また、留学生や日本人の大学生が、自由に立ち寄れるフリースペースを設け、外国籍市民への

日本語学習や、その子どもたちの学習支援も視野に入れて、そこにボランティアとして関わる人

材を養成します。そして同時に日本人小学生の学童保育や 0,1,2歳児の小規模保育所、発達障害

児の児童デイ、高齢者のデイサービスなど YMCA の全ての事業に関わっていただくことで、自然

にインターナショナルな感覚溢れる環境を創出します。 

そして、観光客に向けては通訳ガイドの養成講座を開設し、甲府市の教育委員会と連携して歴

史施設を巡るツアーを企画します。そしてゆくゆくはかつて山梨 YMCA が実施していた、スーイ

ンディアンやタイの人々との交流を再開したり、地球規模の新たな関係作りを実現したりできな

いかと、夢見ています。 
 

 

これからの予定 

 
8月  4日(土)  8月納涼例会             原別荘 

8月 24日(金)  8月第 2例会             ふれあいｾﾝﾀｰ 

9月 14日(金)  9月第 1例会             ふれあいｾﾝﾀｰ 

9月 28日(金)  9月第 2例会             ふれあいｾﾝﾀｰ 

9月 29～30日  第 16回富士山例会           富士山 5合目佐藤小屋 

10月 12日(金) 10月第 1例会             ふれあいｾﾝﾀｰ 

10月 20日(土) あずさ部会               甲府 

10月 27～28日 第 4回伊東移動例会           赤沢温泉ホテル 

11月 3日(土) 山梨 YMCAバザー             山梨 YMCA 

11月 23日(金) 11月第 2例会              ふれあいｾﾝﾀｰ 

12月 1日(土) 山中クリスマス合同例会         東京 YMCA山中湖ｾﾝﾀｰ 
 

    

つぶやき 

7 月はメンバー都合で第 2 例会がお休みになりました。今月号は富士山で紙面を埋めてみました(笑)  

ワイズの皆さまにも富士山パワーがお届けしました・・・・acco 


