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９月ブリテン 第１６６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』

直前会長 原 淑子

第 1６回富士山例会
９月２９日（土）～９月３０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
後藤明久 会長
２、ワイズソング＆ワイズの信条
３、会長あいさつ
後藤明久 会長
大谷博愛 会長
４、ゲスト紹介＆参加クラブ紹介
５、ゲストあいさつ
６、HappyBirthday&Anniversary
７、諸報告
８、YMCA のうた
９、閉会点鐘
大谷博愛 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）

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

１１名

例会出席

8名

例会出席率
ニコニコ BOX

早朝４時４５分 御来光ウォーク（希望者）
AM７時３０分～

朝食

PM１２時～
PM１時３０分～

温泉＆昼食(泉水)
解散

お疲れ様でした！

０円
０円

累計

８時３０分～ お楽しみ散策

７３％

０円

8月納涼例会
原 俊彦
夏真っ盛りの2018年8月4日(土)、原別邸で恒
例の富士五湖クラブ納涼例会が開かれまし
た。
標高1,100メートル近くあるここ鳴沢村でも
今年の夏は例年と比べ異常な暑さで、日中は
30度を超える日もあり、とても避暑地とは言
えない程。
夕方6時のスタートに向け準備を進めていた
所、突然の雷に続いて強烈な雨・・・直前ま
で降り続いていましたが、開始時刻にはピタ
リと止み涼しさも加わって絶好のバーベキ
ュー日和。
望月喜代子さんが準備してくれたガスコン
ロ一式に後藤さん調達の肉、そして各種の海
鮮、野菜も加わり乾杯の合図と共に楽しい祝
宴がスタートしました。

完食してしまうのがバーベキューの不思議
なところです。ベランダでの宴会も夜が更け
るにつれ寒さに勝てず部屋に入り差し入れ
の果物、ケーキ、コーヒー、紅茶で仕上げて
打ち上げ。親しいメンバー同士の楽しいひと
時でした。

参加者：原 2、後藤 2、望月(喜代子)、茅野
三浦、武藤、まき、まろん
ゲスト：岡田さん、渡辺さん

2018-2019 年 8 月第 2 例会

今年も望月勉さん、小池さんは八合目での仕
事の為参加出来ませんでしたが、ゲストの岡
田さん，渡辺さんも加わり全員参加の11名。
宴会がスタートして暫くすると何故か「焼く
人」「配る人」「飲む人」「食べる人」「た
だ待っている人」・・・それぞれ自然と役割
分担が決まってきます。三浦さん、武藤さん
の二人は何時も「焼く人」でやはり長年富士
山例会で培った職人ワザが光って他の追随
を許しません。もういい加減お腹一杯になっ
た所へ定番・トドメのソース焼きそば・・・
「もう入らない」と言いながら何故かこれを

日時；2018 年 8 月 24 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
後藤新会長より、忙しい夏、ご苦労様です。
毎年のことですが、富士五湖クラブは夏の仕
事の方が多く、大変ですが、よろしくお願い
します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）が行われた。参加者は後藤 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った。2000 円の時
には、部長始め甲府 21 の面々は帰ってしま
い、部長との懇親が出来なくて残念でした。

臨時代議員会で、東京武蔵野多摩クラブの板
村メンが次々期東日本区理事になりました。
入会後 2 年余りでの理事決定に驚きました。
ワイズメンズクラブの将来を危惧する声と、
板村さんなら頑張ってくれるとの好感の声
も聞かれた。東京武蔵野多摩クラブの大変さ
を心配する声も上がりました。
第 16 回富士山例会について；2018/09/29-30
（土日）再度広報で Y’s.com へ流す。
（acco）
原；京都プリンス、京都洛中などへ参加依頼
を出す。後藤；御殿場クラブなどに参加依頼
する。
オプショナルツアー；移動を考えて決める。
（お中道下り、大室山散策・・）
バスは山梨 YMCA 露木総主事に依頼済み。
（返信待ち）
馬返しから佐藤小屋へのハイクは、久保田さ
んが登らない。状況により対応変更する。
料金；宿泊 12000 円、日帰り 6000 円。ユー
ス割；学生は半額。
アピールタイム；開始１時間後に設定、各ク
ラブやゲスト紹介をする。
流れ；第１部焼き＞アピールタイム＞第２部
焼き＞中締め。
インフォメーションで、他人を入れないよう
にアナウンスする。
保険；宿泊人数で加入する（武藤）
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 ツイン 7 部屋確保済み。
（acco）
広瀬部長公式訪問日；富士山例会は海外主張
で不可。移動伊東例会、新年例会で打診する。
台風 7 号災害復興募金；10000 円を区事務
所に送金する。

望月（喜）：昨日は長女の娘が武道館へ行く
ので送迎した。9/12 小屋閉めなので 9/13-14
が旅行になると思う。9 月第 1 例会は出られ
ないと思う
原（淑）：今年も孫と娘が 1 ヶ月来ていた。
金沢旅行も行ってきた。帰ったらさみしいか
と思ったらそれほどでも・・・
原（俊）：今年は暑いので、鳴沢の別荘にな
るべくいた。マロンと二人で半分くらいはい
た。アジア大会のグッズを作成した貝殻バッ
ジで 500 円のファンド商品 1000 ヶ作成で忙
しい。
acco:7/22 から毎日 3 時 30 分起床 4 時から
モロコシ作業で頑張った、もう少しで終了に
なるかな？
後藤（明）：連日のモロコシ出荷と運送便も
忙しく、良い夏を過ごしています。今日久々
に空いたので、評議会報告を作成しました。
もう少し頑張ります。
議事中心で終了。夏ももう少しです、皆さま
ご自愛ください。お疲れ様でした。

「あれや これや」

武藤 五子
最近は忙しいせいか、あれやこれやで書く
ことが何かないかな？と思いながら暮らし
て来たなかで思ったのは「感謝」です。
〈１分間スピーチ〉
ワイズでの出会いは私の世界を広げてくれ
背中を押してもらえたなと思います。
武藤：昨日スイートベリー夏祭りが無事終了、
今年は思いきって京都にDBC締結のために出
売り上げが減少しているので、ペーパーウェ
かける事もできました。マキを置いての2泊
イトなどに富士山イラスト描いて販売した
はなかなか思いきらないとでかけられませ
い。ホテルや道の駅などに置きたい、原さん
んでした。
に協力要請。版権問題あるので絵などを書い
また弱音を吐いた時には暖かい言葉で富士
て利用したい。
五湖ワイズの皆さんが励ましてくれ、愚痴も
聴いていただいています。
三浦：娘と４泊５日で奄美に行ってきた。昨
本当にワイズの皆さんには感謝でいっぱい
年に引き続いて行ってきたが、毎日が感動で
です。
楽しかった。ヨット仲間を宿泊させる民宿の
これからもどうぞよろしくお願いいたしま
ような所で１日 3000 円、バニラエア 8000
す。
円と格安で行ける、夏休み前なので、行ける
人がいれば、一緒に行きましょう。

≪山梨 YMCA だより≫
露木淳司
＜新会館建設に向けて内閣府と甲府市に補助金を申請＞
現在の会館取り壊しに対する山梨県からの補償金だけでは十分な事業内容を備えられない
として、ワイズの皆様には建設募金をお願いする次第ですが、加えてこの夏、新会館の中で
計画している 2 つの事業に対する助成金の申請にトライしました。内閣府に対する企業主導
型保育施設への助成申請と甲府市に対する発達障害児支援施設への助成申請の２つです。こ
れが獲得できれば、念願の“YMCA for ALL”を実現するプログラム展開が可能になります。
生まれたての 0 才児と 100 才を迎えようとするお年寄りが、ひとつ屋根の下で共に過ごす空
間が誕生します。合わせて、障がい児や留学生たちが共に交わる環境を目指します。この新
会館でできることは小さなことかもしれません。でもこのチャレンジが実を結べば、地域共
生社会の縮図として一つのモデルとなり、甲府から全国に向けてムーブメントを引き起こせ
るかもしれません。どうか皆様、この助成金の申請が無事通りますように祈りに加えていた
だければ幸いです。そして、この夢の実現に向けて、皆様の力をお貸しください。

これからの予定
9 月 14 日(金)
9 月第 1 例会
9 月 28 日(金)
9 月第 2 例会
9 月 29～30 日
第 16 回富士山例会
10 月 12 日(金) 10 月第 1 例会
10 月 20 日(土) あずさ部会
10 月 27～28 日 第 4 回伊東移動例会
11 月 3 日(土) 山梨 YMCA バザー
11 月 23 日(金) 11 月第 2 例会
12 月 1 日(土) 山中クリスマス合同例会
1 月 11 日(金)～12 日(土) 新年例会

ふれあいｾﾝﾀｰ
ふれあいｾﾝﾀｰ
富士山 5 合目佐藤小屋
ふれあいｾﾝﾀｰ
甲府
赤沢温泉ホテル
山梨 YMCA
ふれあいｾﾝﾀｰ
東京 YMCA 山中湖ｾﾝﾀｰ
河口湖

