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望月喜代子

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
１０月６日（土）～１０月７日（日）
於：富士山五合目 ‘佐藤小屋’
第１部 例会
PM２時３０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
第２部 バーベキュー懇親会 PM３時３０分～
第３部 星空の集い

１０月７日（日）
早朝４時４５分 御来光ウォーク（希望者）
AM７時３０分～

PM１時３０分～

今月のハッピーバースデー
10 月 2 日

須藤 繁さん

10 月 23 日

望月喜代子さん

おめでとうございます！

９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

０円
０円

温泉＆昼食(泉水)
解散

三浦洋美さん

10 月 10 日

朝食

８時３０分～ お楽しみ散策
PM１２時～

１０月ブリテン 第１６７号

お疲れ様でした！

累計

０円

2018-2019 年 9 月第 1 例会

2018-2019 年 9 月第 2 例会

日時；2018 年 9 月 14 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、後藤 2、三浦、武藤＋まきちゃ
ん
後藤会長より、忙しい夏、ご苦労様です。毎
年のことですが、富士山例会の準備を進めた
いと思います。少数で大変ですが、よろしく
お願いしますとの挨拶で始まりました。
第 16 回富士山例会について
バーベキュー25 名目安で準備する。
原；御殿場クラブに参加確認する。
オプショナルツアー；五合目バス停横からお
中道下り
バスは山梨 YMCA 中田主事が来てくれる＞
12:30 法務局で後藤合流予定。
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、その他希望なし＞中止する。
料金；宿泊 12000 円、日帰り 6000 円。ユー
ス割；学生は半額。
買い物は昨年の半分で設定する＞原、望月
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、日帰りでボランティア保険
加入する（武藤、三浦）
宿泊者は生年月日を確認する。
ファンド；スイートベリー特製マフィン 2 ヶ
入×30 セット＞受付で販売
お楽しみの時間；望月さんの富士山今昔物語
最後の打ち上げは、泉水。

日時；2018 年 9 月 28 日(金)午後 8 時～9 時
30 分
場所；富士吉田市ふれあいセンター
参加者；望月 2、原 2、後藤 2、三浦、武藤＋
まきちゃん、小池
後藤会長より、昨日、台風 24 号と秋雨前線の
影響で、急遽富士山例会を 1 週間延期を決定
しました。人数が変動しますが、富士山例会
の準備を進めたいと思います。よろしくお願
いしますとの挨拶で始まりました。
第 16 回富士山例会について；2018/10/6-7 現
状での参加申込み者について（acco）
昨日、参加申込者に連絡。1 週間延期になった
ので参加予定だったメンバーは都合がつかず
キャンセルになる方がいる一方で日程変更に
なって参加できる方も出てきたが、1 週間しか
ない急な延期のため参加人数は少なくなるこ
とが予想される。
原；御殿場クラブに参加確認＞前原・小野○
三浦車希望＞13 時ベル集合を依頼する。
富士五湖メンバー；三浦早め。小池×。望月・
原・acco；先発隊。後藤；ワゴン 13 時ベル発。
＊集計について；参加は担当に TEL で良いが、
申込書を本人から事務局に出してもらうよう
にする。交通手段も含めて、窓口の一本化を
図るようにする。
バーベキュー20 名目安で準備する。10/6 佐藤
小屋は一般客 15 名宿泊予定。
オプショナルツアー；五合目バス停横からお
中道下り
バス不可＞15 人乗りワゴン車で山梨 YMCA
中田主事が来てくれる＞12:30 法務局で後藤
合流予定。
馬返しから佐藤小屋へのハイクは、希望なけ
れば原則中止する。
料金；宿泊 12000 円、日帰り 6000 円。ユー
ス割；学生は半額。
10/5 前日買い物＞喜代子・acco
スバルライン開門時間；10 月 3:00～19:00＞
日帰り下山時間は 18:00
例会時間を 30 分繰り上げして対応する。14
時集合、14:30 例会開始。

10/20（土）
あずさ部会 11:30 登録 12:00～15:30
岡島ローヤル会館 8F
男 5000 円、女 2000 円。あずさ部主査報告あ
り、功刀会員のうつ病と予防の話し。
アトラクションはハンドベルやソプラノ独唱
があります。
部会参加確認は 9/28（金）第 2 例会でします。
あずさ部費の振込をする→武藤会計。
その他；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。
10/12
（金）参加確認（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、新年例会で打診中＞
議事中心で終了、お疲れ様でした。

10/20（土）あずさ部会 11:30 登録 12:00～15:30
岡島ローヤル会館 8F
男 5000 円、女 2000 円。あずさ部主査報告あ
り、功刀会員のうつ病と予防の話。
アトラクションはハンドベルやソプラノ独唱
があります。
＞日程変更になったので、廣瀬部長に部長公
式訪問を再要請する。

出欠；10/20（土）あずさ部会；望月 2、後藤
2、小池。原 2 現地直行帰り 18:33。三浦△
10/27-28（土日）伊東旅行；8:00 望月宅出発。
昼食；鮪や＞須藤。三浦・武藤昼発。
10/12（金）
、11/23（金）例会；ふれあいセン

ター予約
10/29（月）御殿場落語会 18:00 前売りのみ
3000 円；望月 2、原 2。
松本 30 周年・第 20 回アジア賞；12/15（土）。
議事中心で終了、お疲れ様でした。

「あれや これや」
＜突然のご指名＞
須藤 繁
最近、また一つ突然にお役を引き受けることになりました。３年前まで山梨のＹＭＣＡのバザー
で木工製品を売らせて頂いていた障碍者の施設「みぎわ」の理事長が、病気治療に専念するため
辞任したのです。理由（わけ）あって理事の私が後任を引き受けざるを得なくなったのですが、
なんといっても住まいの伊豆から埼玉県加須市の施設までは車で３時間半もかかり、間もなく喜
寿を迎えんとする者には、その往復はなかなか辛いものがあります。そのうえ、現在、他にも幾
つかの役を頂いているので、時間も僅かしか割けません。なぜこんな者にとその時は悩みました
が、これまでも神様からは、思いがけない時に、思いがけない役を頂いて、それが一つとして間
違っていなかったことを思い出したのです（ワイズ加入もそうでした）。それで突然のこのお役
も引き受ける決心をしたのです。ただ、同じような経験をされている武藤さんのように若くない
ので、どれだけ身体が保ちますか。神さま、１日も早く良い後任者を与えて下さいと祈るや切な
るものがあります。

≪山梨 YMCA だより≫
チャリティーバザー

献品大募集中！

露木淳司
山梨 YMCA で行われる最大のイベント「YMCA バザー」
。今年も 11 月 3 日が迫ってまいりました。
山梨 YMCA 四十年史「荒野に水わきいで」によりますと、第一回目は 1961 年（昭和 36 年）で、
「レ
クリエーションホールの改築資金の一部とするために」ということを目的に開かれたようです。
当時の食券には、しるこ、おでん、カレーまたはいなりの 3 点セットで 140 円と記されています。
バザーという形態のイベントとしては山梨県では最初の試みではなかったかと言われています。
以来全く途切れることなく継続され、今年で 58 回目を迎えます。2020 年に山梨 YMCA は新会館を
建設しようとしていますので、現会館での開催はあと一回を残すのみとなりました。そして記念
すべき新会館第一回目はちょうど 60 回目の還暦を迎えることになります。
YMCA バザーは文字通り For All のイベントです。ワイズメンズクラブの皆様の他にボーイスカ
ウト甲府 5 団の皆様、賛助会員の皆様、全てのプログラム会員の皆様、さらにはロータリークラ
ブをはじめとする YMCA にゆかりのあるグループ、団体の皆様に支えられて今日まで開催され続
けてまいりました。特に最近では、6 月のチャリティーランと並び、発達障がい児支援のための
チャリティーイベントとしての色合いが濃くなってきており、急成長してきた「放課後等児童デ
イサービス」などの運営に大きく寄与するところとなっております。
すっかり活気のなくなってしまった連雀問屋街に笑い声の絶えないひと時をもたらしてくれ
るバザー。掘り出し物に出会えたり、思いがけない再会を果たしたり、年に一回だからこそのハ
プニングがあなたを待っています。皆様、ぜひ今年もバザーに参加して、新たな思い出の一ペー
ジを加えてください。ただいま、献品大募集中です。ご家庭で眠っている遊休品をぜひお寄せく
ださい。

これからの予定
10 月 6 日～7 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 岡島ローヤル会館
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
1 月 11 日(金)～12 日(土) 新年例会
河口湖

