
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

  

１０月第１例会  

 

２０１7年１０月１３日ＰＭ8時～ 

     於：ふれあいセンター   

１、開会点鐘          

２、ワイズソング＆ワイズの信条            

３、会長あいさつ  

４、議事 

７、ハッピーバスデー＆アニバーサリー 

８、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 

２０１７年 富士五湖クラブ １０月ブリテン 第１５５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！ 

 

 

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！ 

 

 

 

 

 

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 

累計               ０円 

 

 

 



第 22 回京都部会に参加して 

原 俊彦 

 

9月 10日(日)、第 22回京都部会が「ウエスティンホテ

ル京都」に於いて開催されました。 

20年来の友人である京都 ZEROクラブ(ホストクラブ)の

西村寛子さんから「是非とも出席を」と誘われた事と京

都洛中クラブの西村ワイズと来年 2月に行われる「DBC

締結式」の PRと打ち合わせをする為でした。 

式典は午後 3時から始まりましたが、プログラムを見て

ビックリ！！出席者が 450名しかも第三部の終了時間

が夜の 8時と何と 5時間もの長丁場・・・正に東日本区

大会の規模・・・やはり京都部会は違う。 

この部会の目玉は全く新しい試みとして全員が 10名ほ

どのグループに分かれ「大地震などの有事の際、どの様

に対応するのか？」テーブルに大きな地図を広げ皆んな

で討議すると言うもの・・・親交を深めるのには素晴ら

しい試みでお互いを知る絶好の機会となりました。 

 

第三部の懇親会では京都洛中クラブの皆さんと再会を

喜びあうと共に来年2月の DBCを是非とも成功させまし

ょうと誓い合いました。 

予定通り 20:00時にお開きになった後、広島から参加の

谷本ワイズと西村寛子邸にお邪魔し久しぶりの再会で

大いに盛り上がりました。 

翌朝は洛中クラブ大野ワイズと朝食、午後 2時からは洛

中クラブの西村ワイズとそれぞれ 2月のプログラムに

付いてかなり具体的な打ち合わせを済ませ夕方帰京し

ました。 

 

 

 

 

2017 年 9 月第 1 例会 

 

日時；2017 年 9 月 25 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 2、後藤 2、三浦、武藤＋マキちゃ

ん 

原淑子会長から京都洛中ＤＢＣ、富士山例会で進めてい

きましょうと挨拶され開会。 

〈富士山例会〉 

肉 4 セット；後藤＞豚肉を長く少し厚く切ってもらう；

焼きやすさ追求。 

シーフード 3 セット 1；三浦＞イカ処理済み、ホタテを

購入） 

さしみ皿；喜代子。焼きそば用も仕入れる。 

ゴーグル；市で配布したものが佐藤小屋にある＞望月連

絡。 

車いす；三浦借りてくる＞長野クラブの小林さん用：車

いす Jinriki も試す。 

10:30 先発隊出発（望月号）；望月 2、acco。別車で板村

さん号＋大輔さん。 

後部隊；武藤車（稲村さん）、三浦車（健大 尚樹君） 

ニコニコ BOX；九州北部豪雨災害復旧のために集める 

お楽しみの時間；ガイドのミドリさん＞直接佐藤小屋に

来る。 

宿泊保険入れる；三浦＜名前と年齢の名簿（acco） 

参加人数、宿泊人数を佐藤小屋に連絡（acco） 

オプショナルツアー；いやしの里散策、いずみの湯入浴

にする。 

＊下るときに、ベルによって車を引き揚げることも可能

にする。 

ユース料金；半額＞日帰り 3000 円、宿泊 6000 円とす

る。 

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。 

〈DBC 関連〉チラシ完成；原実行委員長が原本配布。

参加者総数 200 名見込む。 

今後、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 15 分＞ 

①内迫さんへ依頼でビデオ作製し、放映。 

②燃えろワイズの歌を松明ふって合唱。 

宿泊は予約済み（acco）当日は新富士から新幹線と電車

利用。 



〈伊東移動例会〉11 月 25-26（土日）須藤さんと連絡取

りあう。宿泊予約；acco 

〈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。 

原 2、望月 2、後藤 2 が参加予定、6×6000＝36000 振

り込む（武藤） 

〈富士五湖ファンド〉原俊彦＞クリスマスグッズでサン

プル作った。 

11/3Ｙバザーで試しに売ってみよう。来月の例会に持っ

てくるので値決めなどしよう。 

定刻となり、閉会。時間の許す方々は、恒例のサイゼに

行って懇親を深めた。お疲れ様でした 

 

2017 年 9 月第 2 例会 

 

日時；2016 年 9 月 29 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；望月 2、後藤 2、武藤＋マキちゃん 

原淑子会長不在ですが、明日からの富士山例会の準備を

中心に打合せした。 

〈富士山例会〉参加予定者 55 名。 

プログラムの確認、スタッフ用の配布。 

バスの人数チェック。担当は後藤。バス代は 20000 円

でお願いする。 

望月 2 で食材、飲み物買い物済みで、その他、肉、カボ

チャ、水、トウモロコシは後藤。 

記念小物；小池；10 ヶ依頼。当日持込。 

いやしの里；ネット割引きまたは団体割引き利用＠300

＞＠200 

いずみの湯；小池業者割引き＠900＞＠720 

石巻の青木さんの迎え 17:00 着五合目＞佐藤小屋カズ

君に依頼する（例会が始まっている為） 

講師のみどりさん＞16:00 に現地に来る。 

あとはプログラムに基づいて行動する。 

事前準備；先発隊（望月 2、acco）+東京武蔵野多摩（板

村車、大ちゃん、ステファン） 

「オリエンテーション」例会開始時、acco さん担当。 

 トイレや宿泊の諸注意のほか、バーベキューに他の通

行者や宿泊者を誘わないよう強く要請する。 

「受付」ガムテープに名前書いて胸に貼る（新規の方が

多い点と知り合いを増やすため） 

ニコニコ BOX；九州北部豪雨災害復旧のために 

宿泊保険確認；三浦＜名前と年齢の名簿（acco） 

 

露木さんのお父さん亡くなり、お悔やみ＞10000 円、中

田さんに依頼する。 

 

〈伊東移動例会〉11 月 25-26（土日）須藤さんと連絡取

りあう。 

宿泊予約；acco＞ホテルニュー岡部、3 部屋 9 名で予約

済み。 

茅野さんは、東京駅から新幹線で直行。 

 

〈あずさ部会〉10/21（土）粋の街・神楽坂の日本出版

クラブ会館。原 2 直接。望月後藤;高速バス。 

原 2、望月 2、後藤 2 が参加予定、6×6000＝36000 振

込済み（武藤） 

定刻となり、閉会。明日からの富士山例会の為、早め

の帰宅をした。お疲れ様でした。 

 

 

第 15 回富士山例会 

後藤明久 

2017 年 9 月 30 日～10 月 1 日（土日） 

場所；富士山五合目佐藤小屋、西湖いやしの里、いずみ

の湯 

9/30（土）午前 8 時 50 分、望月宅集合（後藤 2、小池）。

山梨 YMCA の中田主事もマイクロバスで来てくれまし

た。まず、富士山駅に行き、八王子組を迎え、馬返しに

到着。小池ガイドと野崎ガイドと八王子の久保田さん、

長谷川さん、岡垣さんの 5 人で佐藤小屋目指して元気よ

く出発しました。後藤、中田はバスで昼の集合に合わせ

て待機です。望月号は、望月 2、acco さんの 3 人と、東

京武蔵野多摩クラブ板村号で板村さん、渡辺大輔さん、

群馬からユースのピエールステファンの 3 人が、先発隊

で五合目に準備設営です。 

五合目の設営隊は、例会場の準備、バーベキューの準備、

酒類の用意、照明の支度、横断幕の設置、受付準備、お

勝手場では、肉野菜の準備、トウモロコシ、吉田のうど

んなど準備に余念がありません。 

マイクロバスは、12:45 富士山駅、12:55 富士急ハイラ

ンド駅、13:00 河口湖ベル駐車場と周り、東京サンライ

ズ、東京西クラブ、石巻広域クラブ、甲府 21 クラブ、

長野クラブの面々で合流して、五合目に向かいました。



14:20 五合目到着、受付を済ませ、希望者は、佐藤小屋

の女将さんのえっちゃん先導で、キノコ狩り体験に行き

ました。帰ってきて、ご主人のたもっちゃんに選別して

もらい、収穫を楽しみました。 

 

 

 

 

 

 

 

15:15 の定刻より少し遅れて、第 15 回富士山例会を開

始しました。第 1 部の司会は後藤で、始まりにあたり、

acco さんからインフォメーションを行い、2 日間のスケ

ジュール、山小屋での注意事項の説明があり、望月勉副

会長の開会点鐘、ワイズソング＆ワイズの信条の唱和、

望月副会長の挨拶、共催の東京サンライズの小山憲彦副

会長の挨拶に続き、司会より、公式訪問である大野部長

の紹介、参加クラブの紹介がありました。大野部長の挨

拶では、高齢化とワイズ人口の減少を危惧しながらも、

楽しいワイズを進めようと話されました。 

 

 

 

 

 

 

9 月生まれの方に富士山記念品を渡し、ハッピーバース

デーを歌って祝いました。遅い組の石巻クラブの青木さ

んや沼津クラブの渡辺実帆会長と御殿場クラブの大和

田会長始め 5 名も到着して、例会中に全員集合でき、良

かったです。沼津、御殿場両クラブで、第 21 回東日本

区大会 in 沼津のアピールもありました。ニコニコ；九

州北部豪雨災害復興支援の献金は 21488 円、ありがと

うございました。 

おもてなしの時間は、登山ガイドで、世界を旅する鈴木

みどりさんの卓話がありました。世界各国に積極的に旅

する彼女の行動に称賛が集まりました。 

そとでは、バーベキューの準備が進んでいて、とうもろ

こしを焼いて、肉野菜焼きそばなどの手順を書き出して

４つのバーベキュー台でスタンバイしていました。 

おもてなしの時間が終わり、皆が外に出て、まずは記念

撮影です。55 人では場所が狭く大変でした。全員が一

枚に写れなかった気がします。寒い風も吹き、手がかじ

かんでしまうようでした。 

第 2 部は、小池さん司会で進行し、大野部長の乾杯で始

まりました。まずは、お腹を満たしてワイワイガヤガヤ

と盛り上がりました。小池マイク、後藤マイクで４台の

焼きあがり具合を発表しながら、中田主事がお酒番をし

て、日本酒 5 升、ワイン４升、焼酎２升、ビール３箱、

泡盛１升、ウィスキーなどなど、数えきれない量を飲み

干しました。そうそう乾杯用に、コケモモ酒も出ました。

コケモモだけを食べられておいしかったと評判でした。

もちろん、当日帰り組の方用に、ノンアルコール飲料も

いっぱい用意してありましたが、ほとんどなくなりまし

た。吉田のうどんやデザートの果物も、これでもかと準

備してありましたが、ワイズの旺盛な食欲と飲みっぷり

は、さすがと言うしかありません＾＾ 

 

長野クラブが途中早々に帰って残念でしたが、わざわざ

来て頂いたことに感謝です。小林さんも来て、車いすを

人力車に変える Jinriki の実演もできて良かったです。

車いすの方の行動が広がる良い器具だと感心しました、

広がっていくことを期待したいです。 

お立ち台では、各クラブ紹介とアピールを順次行い、大

いに盛り上がりました。ただ飲み過ぎで筆者はよく覚え

ておりません。申し訳ございません m(_ _)m 

午後 8 時 15 分頃に中締めをして、日帰り組は、数台ま

  

  



とめて下りました。お疲れ様でした。 

あとは、深夜まで火を囲み、談笑、飲み続けました。最後はだれだったでしょう？ 

4:45 玄関先に集まった小池、野崎ガイドと参加者 7 名で、六合目までの早朝ウォーキングを行ない、すがすがしい

散策をしました。 

7:00 全員で朝ご飯を頂き、バスで一路、ベルへ下り、各車に分乗して、西湖いやしの里へ到着しました。ここから

はオプションですが、22 名の参加で、昭和 41 年の大型台風で一瞬にして流れてしまった西湖根場ねんば地区の当

時の状況を偲びながら、現代によみがえった昭和の原風景と現代の工芸などの見学をしました。時間があればゆっ

くりと体験できる施設で良かったです。 

 

今回は、宮城、東京、長野、静岡、名古屋、京都と広範囲の皆さんが集まって頂き、かつ 55 名という多くの集いに

なったことは、非常に楽しく、有意義な機会が持てたと嬉しく思いました。この集いがさらに発展して、ワイズ全

体が盛り上がって、楽しいワイズを実践していければありがたいです。 

＊11月号にはニコニコを掲載します！おたのしみに！ 

＊富士山例会の様子は写真集よりご覧ください。https://photos.app.goo.gl/HzGAJ0YiTtzXbVZD2  

 

「あれやこれや」 

望月喜代子 

２０１７年７月、富士山八合目に２年ぶりに戻ってきました。去年の夏は主人の病気のため１度も山に登る事はあ

りませんでした。海抜３４００メートルの空気。小屋の中の懐かしい喧騒。山から見る富士吉田、東京、横浜の夜

景、雲海。湘南や伊豆の海。八ヶ岳や北アルプスの山々。どれもが新鮮でした。そしてなによりうれしかったのは、

主人の元気な大きな声でした。一昨年の元気な時よりもっと元気になったねと言われました。去年の夏はこれから

主人はどうなってしまうのか、心配と心労の日々でした。山に来て誰もが「元気になったね」「もう山は無理かと思

っていた」等の沢山の声でした。毎年当たり前だと思っていた山小屋の生活も、今年はそれがどれだけ大切な事か

と痛感しました。台所で毎日２００人以上のお客様の食事を作る事も、従業員の食事を作る事も、そしてなにより

夫婦で一緒に仕事が出来る事を感謝した２０１７年の夏でした。 

 

 

 

 

 

 

 

その後、西湖のいずみの湯に浸かり、2 日間の疲れと

汗を流しながら、一杯飲んでくつろぎました。13:50

バスと各車に分乗して、名残を惜しんで散会となりま

した。本当にお疲れ様でした。バスや電車の方々を送

り、第 15 回富士山例会の全プログラムは終了となりま

した。 

初日、早朝より、東京から駆けつけ、設営からお手伝

い頂いた板村さん、大輔さん、ステファン、本当に助

かりました。バスで 2 日間にわたり、お付き合い頂い

た中田主事には改めて感謝申し上げます。 

 

♪これからの予定♪ 

 

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 伊東温泉ホテルニュー岡部 

 

 

https://photos.app.goo.gl/HzGAJ0YiTtzXbVZD2

