
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

第 3 回伊東移動例会 

2017 年 11 月 25 日(土)～26 日(日)16 時～ 

於：ホテルニュー岡部 

開会点鐘         原 淑子会長           

会長あいさつ 

ワイズソング＆ワイズの信条 

須藤会員の卓話 

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         原 淑子会長 

 

＊第 1例会は 11/3の山梨 YMCA バザーに 

 振り替えます。 

 

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 １１月ブリテン 第１５６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 

  

24日：武藤五子メン 

 

おめでとうございます！ 

 

アニバーサリー 

該当ありません。 

 

 

 

 

 

 

１０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           ２２，４８８円 

 

 

♪これからの予定♪ 

 

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 

12/ 1(金)    12 月第 1 例会 

        ふれあいｾﾝﾀｰ 

12/ 2(土)    山中湖クリスマス例会 

        東京 Y 山中湖ｾﾝﾀｰ 

12/15(金)    御殿場クリスマス例会 

 1/13(土)    新年例会 

 1/26(金)    1 月第 2 例会 

        ふれあいｾﾝﾀｰ 

 

 



富士山例会 

                   望月 勉                                

晴天に恵まれ、第１５回富士山例会が盛会の内に終了す

る事が出来ました。思い起こせば、１５年前富士五湖ク

ラブが誕生した年から、海抜２３００メートル、日本一

海抜の高い場所での例会を、全国のワイズに発信し続け

てきました。クラブ内でもなんとか１０回を目標に頑張

ろうを合言葉にしてきましたが、１０回を通過点に、今

では２０回を目標にしています。これもひとえに全国の

ワイズメンの協力の賜物だと感謝の気持ちでいっぱい

です。１０回以上参加してくれたワイズメンも５名以上

います。そして、日本区大会や記念例会で一緒になるワ

イズメンから「私もぜひ一度富士山例会に参加してみた

い」と言って下さるワイズメンがいる限り、富士五湖ク

ラブの代名詞となった富士山例会を続けていきたいと

思っています。今年も６０名近い参加者です。富士山２

３００メートル、食べ、飲み、そしてたき火を囲んで一

晩中語り明かすワイズメン。これからも頑張ります。 

 

 

 

2017 年 10 月第 1 例会 

 

日時；2016 年 10 月 13 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 

原淑子会長から会長不在の富士山例会お疲れ様でした。

あずさ部 EMC エクステンション委員会も始まり、新ク

ラブ創設の方針も示されました。エクステンション委員

にもなり、あずさ部会で最初の会合が開かれる。今日は

議題が多いですが宜しくと挨拶され開会しました。 

〈富士山例会〉収支は何とか採算がとれて良かった。 

ニコニコは、九州北部豪雨災害復興と東日本区大震災の

ために集めた；22,488 円。2/3DBC 締結式の中で渡す

予定。 

肉 4 セットは良かった。豚肉を長く少し厚く切ってもら

い良かった。肩ロースならもっと柔らかく良いと思う。

焼きやすく美味しかった。 

キャベツは多かった。トウモロコシが寒さもあり、解け

きれず焼き時間がかかった。前日、冷凍庫から出したが、

更に一日早く出すと良いかも。 

 さしみ皿は良かった。焼いたものを出すのに便利だっ

た。 

司会が、焼き状況を発表したのは、良かった。50 人以

上だと、移動も大変なので良い。 

焼き順を表にして貼ったのは良かった。4 焼き台で効率

的にできた。 

 ゴーグルは必要、来年も佐藤小屋から借りる。 

アピールタイムをよく見られなかった人がいた＞焼き

の休憩タイムを作り、アピールをすると、焼き担当も休

憩できるし、アピールも目立つ。アピール台は、小屋の

反対側の中央に台セットして作ると良い。 

他の宿泊者対策＞インフォメーションで入れないよう

に言って良かった。他の宿泊者が増える現状では、食事

や飲み物などの管理ができなくなるので、佐藤小屋の他

の団体の宿泊者も食事を分けてもらう。 

 10:30 先発隊出発（望月号）；望月 2、acco。別車で板

村号＋大輔。非常に助かった、来年はサンライズにも、

先発隊で協力を要請する。中田さん運転の YMCA バス

が出て非常に助かった。来年の頼む。 

オプショナルツアー；いやしの里見学、いずみの湯入

浴。いやしの里は陶芸などの体験などが多く、時間が足

りなかった。入口で解散・集合だったので、歩く時のよ

うな一体感が無かった。 

ユース料金；半額＞日帰り 3000 円、宿泊 6000 円は良

い、ユース参加しやすいので来年も続ける。 

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。 

〈伊東移動例会〉11/25-26（土日）茅野さんは新幹線利

用で参加、熱海か伊東で合流する。 武藤さんは法事で

不参加。一日一ヶ所の観光にしてゆったりする。 

〈15 周年記念例会〉京都での 2/3DBC 締結式、5/12 評

議会での 15 周年記念例会。 

〈DBC 関連〉2/3DBC 締結式で、ビデオ放映と松明ふ

って燃えろワイズの歌を合唱する。 

2/3 締結式のチラシを、あずさ部会 10/21 に配る。 

15周年記念例会 5/12は評議会のチラシと一緒に配布す

る。 

締結式のアトラクション；富士五湖時間 15 分＞内迫さ

んへ依頼でビデオ作製依頼済み。 

②会場全体で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。 



〈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

り込む済み（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。更に多くの種類を作る。 

1 個ごとに絵柄を変えることもできる。どんぐりストラ

ップ、石の文鎮なども面白い。 

「プレゼントにも最適」「クリスマスプレゼント」など

のキャッチフレーズを書いて販売する。 

11/3YMCA バザーで試しに売ってみよう。第 2 例会に

商品化して持ってくる。 

他クラブへの記念品、クリスマス用品、ファンド商品の

提供も推進していく。 

〈11/3 山梨 YMCA バザー〉おもちゃ屋さん、豆餅、フ

ァンド商品販売。 

〈今後の予定〉12/2（土）10:00 赤い屋根インターナシ

ョナルともだちフェスタ協力 

12/2（土）17:00 サンライズとの合同例会 

12/15（金）17:00 御殿場クリスマス例会 

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 10 月第 2 例会 

 

日時；2017 年 10 月 27 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 2、後藤 2、武藤＋マキちゃん、三

浦、露木総主事 

原淑子会長よりあずさ部会お疲れ様でした。今日は議題

が多いですが宜しくと挨拶され開会しました。 

露木総主事より、お父さんへのお悔やみに対するお礼と

お気持ちを頂いた。 

〈11/3 山梨 YMCA バザー〉おもちゃ屋さん、豆餅、富

士五湖ファンド商品販売。 

原さんより 120 点ほどの商品が披露された。バザーで

お試し販売してみる＞望月持参。 

「プレゼントにも最適」「クリスマスプレゼント」の垂

れ幕作成、持参した；当日飾る。 

他クラブへの記念品、クリスマス用品、ファンド商品の

提供も推進していく。 

三浦；豆餅 4 升分 30～40 袋作る。＠500 販売予定。 

小池；おもちゃ屋さん準備、車に乗せておく（当日は欠

席）＞後藤 

小池宅 8 時待ち合わせ（望月 2、後藤 2）、後発で武藤、

原 2 は電車で現地合流。 

〈DBC 関連〉 

2/4（日）昼食の IBC ナイト（台湾）に合流→人数確定

していく。 

〈伊東移動例会〉11/25-26（土日）茅野さんは新幹線利

用で参加、熱海か伊東で合流する。 

武藤さんは法事で不参加。一日一ヶ所の観光にしてゆっ

たりする。望月車、三浦車を予定する。 

〈12/1（金）〉12 月第 1 例会を開催する；11/1 になった

ら、予約を取る（三浦） 

新年例会の場所決め、5/12 評議会の場所決め、内容の

検討。 

〈12/2（土）山中湖クリスマス例会〉17:00 に山中湖セ

ンターへ合流する。原 2、望月 2、後藤 2。 

〈12/2 赤い屋根ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙともだちフェスタ〉10:00～

14:00 三浦さんへお手伝い；原 2、望月 2。 

〈12/15（金）御殿場クラブクリスマス例会〉17:00（要

確認）原 2、望月 2。 

〈3/9（金）3 月第 1 例会〉露木総主事の卓話；YMCA

新会館と事業方向性について。 

原別荘の利用の申し出あり。時間に縛られない価値あり。

7 時から始める案あり。 

〈5/12第 3回評議会＆富士五湖 15周年記念例会〉（案）

会費 5000 円。市民会館小ホール利用。 

10:30 受付開始。11:00～13:00 での評議会。13:00～

14:00 記念例会。車、バス移動。 

14:30～16:30 魚吉会館での懇親会。昼にかかるので、

お茶と富士山アンパンを出す。 

定刻となり、閉会。献品を露木さんに渡し、散会。お疲

れ様でした。 

 

第 21 回 あずさ部部会 

                                                                    

原淑子 

今年度のメイン行事の一つ、「あずさ部会」が、10月 21

日（土）に、粋な町「神楽坂」の日本出版クラブ会館で

行われました。ホストは、東京西クラブで、参加者は

80余名でした。部会では、大野部長、山梨 YMCA露木総

主事、栗本東日本区理事よりご挨拶を頂き、各主査報告



と続き、スピーチは、東京西クラブメンバーで医学博士

の竹内隆さん。「誰でもなれる百歳長寿を目指す 平成

養生訓」と題してのお話でした。 

 

 

竹内さんは、現在 91才ですが、経験を交えてのお話は、

分かり易く、時々ユーモアも交えて、あっという間に時

間が来てしまいました。東京西クラブの平成 28 年７月

号から平成 29年４月号までの 10回にわたり、連載した

投稿文を一部修正して再構成した冊子が配布されまし

たが、100才とまでは行かなくても、毎日元気で過ごせ

る様に、今直ぐ実行したい項目ばかりで、大事な１冊に

なりました。記念撮影の後、懇親会へ。会食が終わりに

近づいた頃、珍しい琉球舞踊が披露されました。 

 

 

アピールタイムでは、富士五湖クラブ参加者全員で、２

月３日京都での京都洛中クラブ 30 周年記念と富士五湖

クラブ 15 周年例会＋DBC 締結式。5 月 12 日のあずさ部

第３回評議会後の 15 周年記念例会をアピールしました。

部会終了後２次会へ。25 名位が参加して多いに盛り上

がりました。 

最後は、富士五湖クラブ６名と武蔵野多摩クラブの山口

さん、渡辺大輔さんで、バスの時間まで楽しみました。

長時間お疲れ様でした。 

 

参加：後藤明久さん、昭子さん、望月勉さん、喜代子さ

ん、原俊彦さん、淑子でした。 

 

 

〈山梨 YMCAだより〉 

    

  バザーへのご協力ありがとうございました。 

                                                       

露木淳司 

 年に一度の山梨 YMCA 最大で最長の歴史を誇るイベ

ント「チャリティーバザー」が行われました。今年で第

57 回を数えます。甲府、甲府 21、富士五湖の在梨ワイ

ズメンズクラブとボーイスカウト甲府 5 団が中心とな

り、山梨 YMCA のすべての事業に携わる会員、講師、

ボランティア、職員が一堂に会し、地域の人々をお迎え

する文字通り FOR ALL の催しです。 

 近い将来、建設しようとしている YMCA の新会館では、

地域共生社会の実現を夢見て、青少年に加えて、幼子と

高齢者、障がい児と外国籍市民、あらゆる人々が垣根を

取り払って、共にくつろぐことができる施設を目指して

います。バザーは正にそのあるべき姿の縮図とも言える

イベントです。場所を変え、形は変わるとしてもこのコ

ンセプトをいつまでも守り抜く意味でも、永遠に続けて

いくべき行事であると認識しています。今後共、皆様の

ご協力を賜り、この歴史の火を消さないようにお支えい

ただきますようによろしくお願い申し上げます。 

  

 

 

 

 

 



「あれや これや」 

                                     原淑子 

9 月 27 日で 70 才、古希を迎えました。又、6 月 18 日は、結婚 45 周年。この両方をお祝いして、娘の園子と旦那

の Adrian(エイドリアン)が、「サプライズツァー」を計画してくれました。 

＜サプライズ１＞ 

分かっている事は、9 月 29 日にエミレーツ航空 0 時 30 分発に乗る事。カウンターで手続きをすると「お荷物は、

ドバイ経由ローマですね。」との事。主人と「ローマ！？」 

ローマに着き、どんなホテルかな？と思っていると、中心部の居住地区に。車から下りキョロキョロしていると、

大きな門が開き、Adrian、園子、孫のケンゾーが迎えてくれました。 

＜サプライズ 2＞ 

通路から 3 階の部屋に入ると、何とそこに、Adrian のお母さんの Annie(アニー)が。 

15 年振り。84 才ですが、移動には車椅子を使う程なのに、ニューヨークから来て下さいました。 

＜サプライズ 3＞ 

宿泊は、Annie、Adrian の知り合いの方の民泊用の家。便利な場所で、市内観光（コロシアム、トレビの泉等々）

が徒歩で出来ました。 

＜サプライズ 4＞ 

着いた日のディナーは、Adrian の友人で民泊のオーナーの従兄弟の自宅でのホームパーティ。翌日もアートの仕事

をしている知り合いの家でのホームパーティでした。 

皆さん、Annie にニューヨークでお世話になったそうです。 

＜サプライズ５＞  

４日目、車で移動。何処に行くのかな？ ６時間のドライブ。郊外に行くに連れて景色が素晴らしい地域になりまし

た。「トスカーナ地方」との事。車は林の中へどんどん行き、ホテルらしい建物は有りません。と、突然目の前に 1

軒の大きな素敵な建物が現れました。 

そこに６泊するとの事。その家は、ローマの時の又別の従姉妹の方の別荘で、その人はブリュッセルに住んでいる

とか。別荘ホテルだそうです。敷地は山全体で、栗の木が 30 本程有り、たわわになっていました。管理人のレナー

トは近くの村（車で 15 分）に住んでいて通って来ます。着いた日の夕食は、コックさんが来てフルコースディナー

を作ってくれました。とても食べきれませんでした。 

＜サプライズ６＞  

翌日から、3 日間は毎日車で 3 時間程のドライブでワイナリー巡り。 

1 日目のワイナリーは、爵位を持っている人の所。ワイン醸造所を見学し、美味しいランチとテイスティング（8 種）

をして、皆満喫して戻りました。２日目は２カ所。１つ目は、世界で NO.1 を取ったワイナリー。２つ目は、オー

ガニックのワイナリー。３日目は、キャンティ・クラシコの名門ワイナリー。次の日は、レナートの住んでいる町

のお肉屋さんや丘の上に有る古い町へ。夕方戻ると・・・ 

＜サプライズ 7＞ 

 Adrian の妹の Octavia(オクタヴィア)が二人の息子を連れて、ブリュッセルから来ていました。又々,びっくりでし

た。翌日は、元気な男の子３人を連れて、皆で温泉へ。温泉と言っても川がそのまま温泉になっています。自然そ

の物。水着で浸かります。 

サプライズツアーも最後の日になりました。ローマに戻り、順番にそれぞれの家に戻ります。 

主人と私が一番遅い時間。サンピエトロ大聖堂に行ったり、ラストのイタリアンランチを取ったり。10 月 10 日夜

23 時に無事羽田に着きました。 

 

 


