
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月第一例会 

2015 年 10 月 13 日(火)PM8 時～ふれあいセンター 

 

開会点鐘             

会長あいさつ 

ワイズソング＆ワイズの信条 

諸報告 

今月のハッピーバースデー＆アニバーサリー  

ニコニコ BOX 

ＹＭＣＡのうた 

閉会点鐘 

 

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 

２０１５年 富士五湖クラブ １０月ブリテン 第１３２号 

国際会長：Wichian Boonmapajorn(タイ) 

主題：「信念のあるミッション」（Mission with Faith） 

アジア地域会長：Edward K.W.Ong(シンガポール） 

主題：「愛をもって奉仕をしょう」 （Through Love, Serve） 

東日本区理事：渡辺隆(甲府） 

主題: 「原点に立って、未来へステップ」 

あずさ部長：標 克明 

「ワイズメンとして一歩前進」 

富士五湖クラブ会長：小池亦彦 

  『常に最善をつくそう！！』 

会長 小池亦彦 

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 後藤昭子          

 

 

今月のハッピーバースデー 

10 月 2 日  三浦洋美さん 

10 月 2 日  露木淳司さん 

10 月 10 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   １３名 

  例会出席   １２名 

例会出席率         ７０％        

ニコニコ BOX      ２１，３６０ 円 

東日本大震災支援へ△７，０００円 

東山荘１００年募金へ△７，０００円 

茨城豪雨支援へ   △７，０００円 

         累計     ３６０円 

 

 

       第１３回富士山例会 



９月第１例会 

 
日時；２０１５年９月８日(火)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；小池、原２、後藤２、長田、武藤＋

マキちゃん 

小池会長より、富士五湖クラブ最大の行事で

すので、宜しくお願いしますと挨拶があり、

富士山例会の内容を中心に話し合った。 

１０/１８（日）あずさ部会；小池、原２、

望月２、後藤２ 防災新館で５０００円会費。

甲府クラブへ申込する→acco 

９/２５（土）～２６（日）富士山例会の参

加見込み 

小池、原２、望月２、後藤２、茅野、元ちゃ

ん、長田、武藤＋マキちゃん、三浦夕方のみ？

須藤×、露木 

（１２）馬返しから五合目；小池、元ちゃん、

佐々木（卓話者）＋ゲスト 7名 

五合目先発隊；準備、受付；望月２、原２、

長田、acco。小池会長は先発かベル組。受付；

長田、原俊。お勝手；女性陣 

１３時ベル隊；後藤明＋ゲスト１０名 

直接現地；ゲスト１５名 

１７時；吉田さん（どの車にするか、茅野可

能か）現在予測３９～４４名。 

例会司会；後藤明久。バーベキュー懇親会司

会；原俊彦。カメラ；長田。 

おもてなし時間；佐々木講演（本販売、カメ

ラ；望月）誕生日記念品１０；小池 

販売品；豆もちを三浦に確認、ダメな時はジ

ャムを準備する（武藤） 

肉；小分けして２部制にする、８セットにす

る（柏木商店；後藤）野菜多め、キャベツ、

もやし２０袋、ウインナー多め、焼きそば鉄

板作る。 

おもてなし時間；プロジェクター準備（山梨

YMCAから借りる）後藤＞露木＞茅野 

 佐々木さんお礼；５０００円（武藤） 

武藤１３:３０出発、２０:３０下山（長田同

行） 

９/２５（金）１３:００事前買い物（望月宅集

合）、２０:００第２例会で最終打ち合せ。 
現時点でのスタッフ用プログラムを作成、メー

ルで流す（後藤） 
 

９月第２例会 

日時；２０１５年９月２５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；小池、原２、後藤２、望月喜、長田、

武藤＋マキちゃん、茅野 

スタッフ用プログラムを使って、富士山例会

の最終打ち合せを行った。 

昼間の買い出し；望月２、原２で完了。 

望月宅８：５０ 後藤、小池集合；山梨 YMCA

ばすがダメになったので、馬返しには後藤車、

小池車（望月車）で送る。９:１５富士山駅

迎え。 

２日目の帰りは茅野車、浦崎車を頼む。 

佐々木さんは登山しない、自車で佐藤小屋に

来る（翌日山頂へ登山予定） 

元ちゃん用事あり、キャンセル。オリエンテ

ーションは acco。 

うどんは後藤（白須うどん１１:００）引取、

ベルで合流する。 

先発隊；９:３０望月宅出発（望月号、ダッ

トサン２台） 

記念写真；おもてなしの後、２部の懇親会の

前、後発隊が入るようにする。 

参加者は現状で５０名 

９時半には第２例会を終了し、翌日に備え解

散した。 

 

 

第１３回富士山例会 
望月勉 

９月２６日（土）２７日（日）、第１３回富

士山例会が５０名以上のワイズに参加して

いただき、盛会のうちに無事終了しました。 

２６日、先発隊として、ダットサン、ワゴン

の２台で午前１０時半に佐藤小屋に到着。例

会やバーベキューの準備におわれ、午後２時

過ぎから、沢山のワイズが続々と５合目佐藤

小屋に集合しました。馬返しからの登山組も

到着。佐藤えつ子さんの案内できのこ狩り。 

 

 
 

今年は立派な松茸が４本も採れました。 

 

 



 
小池会長のあいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 
小山副会長あいさつ  標部長あいさつ 

 
おもてなしの時間は佐々木さんのミニ講話 

 

例会も終了。佐々木さんの富士登山１３３０

回の話を聞き、いよいよバーベキュー。 

 

 
標あずさ部長の音頭で乾杯！！ 

 

午後５時から翌日の午前１時半まで、よく食

べよく飲みました。日本酒１．８ℓで４，５

本、ワイン７２０で１０本、ビール３ケース、

焼酎２本、その他約１箱。 

 
パクパクとワイワイと・・・ 

 

 
参加クラブごとに壇上にあがってあいさつ 

トップバッターは京都プリンスから・・・ 

 

 
富士山部から御殿場クラブ 

 

 
初参加の沼津クラブ 

  



 
甲府クラブ 

 
東京山手クラブ 

 
東京西クラブ 

 
東京武蔵野多摩クラブ 

 
東京八王子クラブ＋高尾山組 

 
東京たんぽぽクラブ 

 
東京サンライズクラブ 

 
東京 Y 職員のうらちゃん＆ぐんちゃん 

 



 
富士五湖クラブ女子＆ガイドのコマちゃん 

 
９月生まれはお誕生日ケーキでお祝い 

 
吉田のうどんはいかが… 

 
菰渕メンの音頭で閉会の一本締め 

２７日朝４時４５分、佐藤小屋スタート。６

合目に５時半に到着したものの、天気が悪く

雲の中。５時５０分に下山を開始。途中で Y

さんとガイドの駒山さんと合流した直後、駒

山さんが「倒れました、意識がありません」 

の声に、すぐ駆けつけたところ、Yさんが顔

面蒼白で倒れていました。それから約２５分、

佐藤小屋の主人がクローラーで駆けつけて

来てくれ、その時には意識も戻り、無事５合

目に帰ってくる事が出来ました。一時は最悪

のケースもと思ったのですが、酸欠と寝不足

と二日酔いの３重苦が一度に来たようでし

た。１３回の富士山例会で一番私が慌てたケ

ースでした。富士五湖の皆さん、全国のワイ

ズの方々ご協力ありがとうございました。 

 
２日目 五合目駐車場にて 

 
ｵﾌﾟｼｮﾅﾙﾂｱｰ“船津登山道雲海バスコース”にて 

 
３合目 “富士聖母像”にて 

 
まだまだ写真がたくさんあり載せきれないので

HP の“第１３回富士山例会”よりご覧になって

下さい！ 



≪ニコニコ≫ 
♪荒川洋一（甲府 あずさ部書記） 

標部長に道順を聞いていたのですが霧もひど

く道に迷って遅くなってしまいました。申し

訳ありません。本日の卓話者 佐々木茂良さん

の富士山登頂１３００回以上にびっくりする

と同時に感動しました。 

♪渡辺芳子（御殿場） 

2回目ですがハマりそうです。去年とは違っ

た方の顔が見られ楽しい会になりそうです。 

場所は一番寒いけど、とっても暖かく和やか

な例会で楽しみです。来年もワイズに入って

いたら来たいと思います。 

♪飯尾 豊（京都プリンス） 

今年で 3回目、楽しみにしておりました。13

回目おめでとうございます。 

服部節子（たんぽぽ） 

何年間の望みがようやくかないました。富士

山例会楽しんでたくさんの幸せのおみやげを

持って帰らせていただきます。 

♪藤江喜美子(たんぽぽ) 

待ちに待った富士山例会に参加出来て嬉しい

です。今夜は星に会えるかな…。大変な準備

ありがとうございます。 

♪岡西知子(京都プリンス) 

今年も参加出来た事を感謝しています。“ポ

ルチーニ”もとれた！明日天気にな～れ 

♪佐藤克彦（中央大） 

今回初めて例会に参加させていただきました。

5合目までの登山とても楽しかったです。あ

りがとうございました。 

♪岡西博志(京都プリンス) 

今年もここに来れました。多くの友と一緒に

来れた事に感謝です。 

♪渡邉実帆(沼津) 

念願かなって今日富士山例会に参加できて嬉

しく思います。今日は日帰りですが次回は是

非泊ってご来光を！ 

ワイズの素敵な出会いに感謝！！ありがとう

ございます。 

♪飯野毅与志(東京山手) 

8回目の参加です。いろいろな YMCAからたく

さんのワイズの方々が参加され良い例会です。 

もっと多くのワイズでユースの人も多く参加

したらいいと思います。 

♪杉山將巳(御殿場) 

とても楽しい例会でした。また来たいと思い

ます。 

♪久保田貞視(東京八王子) 

大好きな富士山、外国向クリスマスカードは

常に富士山。50年近く続けている、富士山登

山は 4回馬返しから佐藤小屋までは 3回、こ

れからも楽しみにしています。富士五湖クラ

ブの皆様ありがとうございます。 

♪？？ 

こんな楽しい会に参加でき感謝です。すばら

しい会が長く続きますように 

♪露木淳司(山梨 YMCA) 

年に 1度の富士山例会、たのしくすごしまし

ょう。もうすぐ霧も晴れるでしょう。 

♪？？ 

今年はきり雨で残念でしたが松茸がいっぱい

とれて良かったですね。雲の中の富士山例会

もいいかも… 

♪菰渕光彦(東京ｻﾝﾗｲｽﾞ) 

来てよかった。喰い放題、飲み放題、しゃべ

り放題!!たのしみです。 

長津 徹(東京ｻﾝﾗｲｽﾞ) 

最近「キンボール」というスポーツを始めま

した。世界大会もあるおもしろいゲームです。 

 

参加者からのメッセージ 

♪長谷川あや子…毎年楽しみにしている恒例

の富士山例会ですが、今年は嬉しいことに中

大学 Yの佐藤克彦さん、久保田さんの友人の

長谷川隆さんが初参加して下さいました。高

尾山組も今年で 3回目の参加です。馬返しか

ら佐藤小屋に至る吉田口登山も、富士五湖ク

ラブのご配慮のお蔭で楽しく安全に登ること

が出来ました。今年のガイドは匂い立つよう

に麗しい駒ちゃんこと駒山さん。登りの辛さ

も駒ちゃんの笑顔で元気 100 倍になりました。

どの年もどの年も例会内容、夜空の下の BBQ、

翌日の自然散策に変化がありマンネリという

ことがありません。その陰のご苦労を思うと

頭が下がります。皆さまに感謝です。 

♪御園生好子…富士山例会は富士五湖クラブ

と東京サンライズクラブとの合同例会と云う

ことになっています。毎年何もしないサンラ

イズクラブの会長挨拶には「富士五湖クラブ

におんぶに抱っこで…」と決まり文句が有り

ますが今年は「おんぶに抱っこに肩車…」肩

車がプラスされました。全くその通りです

（笑）毎年楽しい企画、豪勢なバーベキュー

大会 etc. 

10年位参加していますが富士山の魅力は

益々大きくなります。 

其れも此れも全て富士五湖クラブの方々の素

晴らしい発想力と実行力の賜物です。 

今年のお天気はいまいちでしたが又、来年に

期待して楽しみにしています。 

本当に楽しい時をありがとうございました。 



「あれやこれや」・・・私のイタリア料理              原 俊彦 

                                             

この教室の特徴は、教えて頂いたレシピは次回までに必ず自宅でもう一度「復習」をする事、そ

して一ヶ月の間に何回作ったかを採点し先生に自己申告をする事が必須の条件でした。毎月先生

から教室で教えて頂くだけでなく、習った料理を自宅で再度実践して試して見る事の大切さをこ

の料理教室で学んだのです。以来、イタリア料理作りは私に取って大好きなそして最も大切な趣

味(？)の一つとなったのです。 

しかし不思議な事があります。私のイタリアンのレパートリーは各種パスタやグラタンなど数多

くあるため週末の河口湖では毎日のように台所に立って料理を楽しんでいますが、暫くすると決

まって無性に作りたくなる料理が有ります。 

それは「ラザニア」です。この料理はこれ迄何度作ったか分かりませんが、実に奥が深く誰もが

「美味しい」と喜んでくれる本当に魅力的なイタリアンの一つだと思っています。 

しかも、このラザニア作りには、同じマンションで一つ上の階に住む息子の子ども達(孫たち)二

人の協力が必須で、ミートソースこそ自身で用意するもののベシャメールソースや生地作りに始

まり耐熱皿への盛り付け、オーブンでの焼きに至るまで孫たちに色々と手伝って 

貰う事が多く、毎回お祭り騒ぎの楽しさです。最近はピザパイ作りも加わり、孫たちと一緒に過

ごす楽しみの機会が更に増えたのは大変嬉しい事の一つです。 

 

≪ＹＭＣＡだより≫                         露木淳司 

バザーの献品をお願いします。 

11月 3日は山梨県最古とも言われる伝統の YMCAバザーです。今回で 55回目を数えます。毎年、

ワイズメンの皆様には中心的な役割を担っていただき心より感謝申し上げます。  

FOR ALL の精神をモットーとする YMCA ならではのこのイベント、今年もそれぞれのプログラ

ム会員の皆様やボーイスカウト、ぶどうの木、そして地域の人々が一体となって YMCA 会館に賑

わいを持たらしてくれることでしょう。   

昨年は久々に売り上げが前年を上回りました。今年も引き続き右肩上がりとしていきたいとこ

ろです。特に大きな影響力を持つびっくり市には皆様からの献品が不可欠です。ご協力を切にお

願い申し上げます。大きな物、書籍など重い物、数が多い場合などはご家庭まで伺います。また、

新しく売り場を設けることも可能です。食堂で音楽や展示物の披露も承りますのでお気軽にご相

談ください。 

 

 

 

 

 

つぶやき パソコンの不具合で編集が遅れてしまいすみません！そろそろ新しいパソコンに替えどきかな？acco 

今から丁度 10年前の 2005年のある日突然、

イタリア料理研究家の志賀先生から掛かっ

て来た一本の電話が 2週間にも及ぶ「カザリ

ンゴ・イタリアを巡る旅」となり、それまで

「肉ジャガ」しか作った事の無い私がその時

からドップリ「イタリアン」にハマるキッカ

ケとなったのです。 

イタリアへの旅から戻ったあと、お情けで男

の料理教室の「特別枠」に潜り込ませて頂き、

志賀先生から月に一度、3 年間に亘って優に

100を超えるレシピを教えて頂きました。 

これからの予定 

 10 月 13 日(火)PM8 時～    10 月第 1 例会    ふれあいセンター 

 10 月 18 日(日)PM2 時～6 時  あずさ部会      山梨県防災会館 

 10 月 30 日(金)PM8 時～    10 月第 2 例会    ふれあいセンター 

 11 月 3 日(火)        山梨 YMCA バザー(第 1 例会振替)  山梨 YMCA 

 11 月 27 日(金)PM8 時～    11 月第 2 例会    ふれあいセンター 


