
 

 

 

 

 

 

国際会長主題     Talk less, Do more 

アジア会長主題     Start Future Now 

東日本区理事主題   誇りと喜びを持って  

あずさ部長主題    スピードを持って前に進もう 

甲府２１会長      参加しよう 
 

   

    

 

 

 

 

 
２０１５年 ６月例会 
 

日  時 2015年 6月 2日（火）19:00 ～ 

会  場  山梨ＹＭＣＡセンター 

司  会          相川 貴宏メン 

開会点鐘           薬袋 勝会長 

ワイズソング 

ワイズの信条 

会員一言          古屋 秀樹メン 

会長挨拶          薬袋 勝会長 

ハッピーバースデー 

ワイズディナー 

全員協議会 

         担当  駒田 勝彦次期会長 

諸報告 

ＹＭＣＡの歌 

閉会点鐘           薬袋 勝会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワイズメンズクラブ モットー 

『 強い義務感をもとう 

        義務はすべての権利に伴う 』 

『 To  acknowledge  the duty 

That  accompanies  every right 』 

６月の誕生者 

 

メン     野々垣健五    ５日  

寺田喜長    １３日 

メネット  古屋律子    ２６日 

 

 
 

５月のデータ（在籍数１９名） 
５月例会出席者数            １７名 
５月第二例会出席者数           １１名 
出席率 17/19            ８９．４７％ 
ニコニコ募金              ４００円 
ニコニコ募金累計        ９６，３９８円 
ＹＭＣＡネパール地震募金    ２１，０３０円 
（ＹＭＣＡを通して） 

                    
★今月の聖句★ 

 そこで、主に結ばれて囚人となっているわたしはあなたがたに勧めます。 

神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく、 

柔和で、寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和のきずなで結ばれて、 

霊による一致を保つように務めなさい。 

エフェソの信徒への手紙 4 章 1～3 節  古屋 秀樹 選  

 

 

 

 

 

２０１５ 

６月号 

 

○●○● 今後の予定 ●○●○ 

○ ６月 ５日（金）第５回チャリティーラン準備会       ＹＭＣＡセンター       18時00分～ 

○ ６月 ６日（土）第 18回東日本区大会            厚木市文化会館        12時45分～ 

○ ６月１３日（土）第 18回山梨ＹＭＣＡチャリティーラン 2015  中銀スタジアム         ８時30分～ 

○ ６月２３日（火）第２例会 （総会資料印刷）        ＹＭＣＡセンター ～若奴食堂  17時00分～ 

 



 

 

 

   薬袋 勝会長 

「参加しよう」を主題とした、会長の役目も 7月に

は駒田新会長にバトンタッチができ、この会長挨拶文

にあぶら汗を流しながら絞り出して書く事もやっと終

わることができます。 

皆様のご協力により例会の平均出席率は 90％を超

え、4 クラブ合同例会、あずさ部評議会などのイベン

トも好評のうちに終わり、更に 3名の新入会員を迎え、

素晴らしい１年でした。これらの成果は、クラブ員一

人一人が積極的に参加した結果よるものです。また、3

名の会員を紹介いただいた、野々垣Ｙ'ｓの活動は特筆

すべきでしょう。感謝いたします。 

5月には、親クラブ、甲府クラブの 65周年記念会が

盛大に開かれました。その会で紹介された、甲府クラ

ブの歩みは、ＹＭＣＡ会館設立、松本、甲府 21、富士

五湖及び長野の 5クラブをチャーターなど重みのある

ものでした。私達クラブも先輩の歩みを参考にして、

本年迎える 25 周年をどの様に実施していくか考えま

せんか？現在のＹＭＣＡセンターが道路拡張のため、

新たな建設をしなければなりません。これに係るのも

1案かもしれません。 

来月は、キックオッフ例会です、駒田新会長を支え

頑張りましょう！皆様ご協力ありがとう御座いました。 

 

 

 

 

古屋 秀樹 

日 時 2015年 5月12日(火) 19：00～21：00 

場 所 山梨ＹＭＣＡ青少年センター 

出席者 薬袋、寺田、山県、広瀬、駒田、清藤、古屋、

相川、稲垣、鎌田、茅野、野々垣、奈良田、  

輿水、功刀、松村（豪）、松村（禎）  17名 

   メーキャップ 甲府クラブ大澤英二メン 1名 

5 月例会は、第 1 火曜日がゴールデンウィーク中に

あたり第2火曜日に変更。中島メン、佐藤メンを除い

たメンバー17名が出席して司会は山県メン。開会点鐘

の後、聖句と一言は野々垣メンが担当。聖書はイザヤ

書 35 章 6 節からＹＭＣＡが大切にしてきた聖句「荒

れ野に水が涌きいで、砂漠に川が流れる」を選び、高

校時代のＹＭＣＡとの出会いとハリスバーグ奨学金の

事などを披露された。併せて中島メンが甲府教会の礼

拝に毎週頑張って出席していることを聞き一同胸打た

れ、中島メンのワイズ例会への出席を心から願った。

5 月のハッピーバースデーは誕生者なし。今月のワイ

ズディナーは輿水メンのお勧めのヴァンフォーレ弁当。

モンテディオ山形との対戦に向け山形牛の牛めし弁当。

300 円の高コスパに感激し必勝を念じた（結果は快勝

でした）。今月の会員卓話は寺田メン。退職後、自宅の

土蔵内のお祖父さんの遺品を整理中で今回その一部を

紹介された。お祖父さんが生きた時代が当時の資料や

新聞・日記により生々しく伝わってくる。米騒動、ロ

ックフェラーの大寄付金、昭和天皇が皇太子時代の英

国訪問時にＹＭＣＡの名誉会員となったとの驚くべき

新聞記事。内村鑑三、野口英世などが当時の代表的な

人物として新聞を飾っている。若尾金造や忠犬ハチ公

の記事もある。関東大震災と大正から昭和へと変わっ

た日の日記は力強い筆記なれど殆ど読めない。徳富蘇

峰からお祖父さんへの年賀状には皆がビックリ。山中

湖に蘇峰は別宅を持ち交流があったとのこと。蘇峰と

蘆花兄弟の新聞切り抜きが多数。お祖父さんは麻布中

学、東洋英和（？）で学んだ方。甲府教会員であり敬

虔な信者であった。その証拠の山中湖の仰高寮での日

本青年廃酒同盟の資料。廃酒、禁酒の文字に一同苦笑

い。最後は昭和 11 年の日本メソヂスト甲府教會日曜

学校クリスマス祝會のプログラムが登場。小野善太郎

牧師の時代。卓話の後、寺田メンの卓話を聞くために

メーキャップ出席した大澤英二ＹＭＣＡ名誉主事から

数々の補足がなされた。また、戦前の甲府基督教青年

会（ＹＭＣＡ）の存在を始めて知り一同で驚いた。こ

のように寺田メンによる会員卓話は驚きと発見の貴重

な一時であった。諸報告では東日本区大会やチャリテ

ィーランの事などが確認され、21時ちょうどＹＭＣＡ

の歌の後、閉会の点鐘にて5月の例会を閉じた。 

  

６  月  会  長  挨  拶 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

５  月  例  会  報  告 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



★第 3回あずさ部甲府常磐町評議会★ 

  (5月 9日 岡島ローヤル会館） 

 

 

 

 

野々垣 健五 

 私は平成27年 5月 12日（火）の薬袋会長年度、第

11 回例会に出席出来、「一言」の担当をさせていただ

きました。そして「会員卓話」にて、寺田会員による

大正 10年前後の新聞、ご祖父様の日記等の披露を興味

深く拝聴しました。私は「一言」の準備の為に、5 月

が山梨ＹＭＣＡの創立記念月である事を念頭において、

友人より山梨ＹＭＣＡ四十年史「荒野に水わきいで」

を借りて読みました。5 月 1 日の早天黙想会

は、東京にての所用の為に残念ながら欠席致

しました。が、「四十年史」はじっくりと腰を

据えて読ませていただきました。この本の発

刊は 1986年ですから今から 29年前にあたり

ます。思いの外、昔でない事に驚きを覚えま

した。「四十年史」の冒頭に「ＹＭＣＡ」とい

う言葉、ＹＭＣＡの歴史の源流という表現が

でてきます。そして山梨ＹＭＣＡの創立は

1946年となっています。ワイズメンズの創立

は 1950年でした（今年 65周年）。そして皆が

気付いた様に、寺田会員の披露された資料の中に、「Ｙ

ＭＣＡ」という言葉が大正年代のお知らせの中

に入っています。そして「四十年史」の冒頭をよく

見てみますと、「明治」のご時世には「ＹＭＣＡ」とい

う言葉がでてくるのです。当夜、例会に出席されてい

た大澤英二先生の教えとして、「山梨ＹＭＣＡの存在が

明治にさかのぼれないのは、当時、その組織や団体が

日本ＹＭＣＡ同盟に登録していなかったからの様だ」

との事でした。これにより、山梨には明治の時代より

「ＹＭＣＡ」の灯火がついていた事が推測されます。

大正元年からみれば、今年は大正 104年位になります。

100 年前には「山梨基督青年会館」という活動が行な

われていました。これにより、「カナダメソジスト⇒布

教⇒英語の勉強」といった繋がりも窺う事も出来ます。

正に 100年前には荒野だったかも知れない山

梨の地に、キリスト教に基づいた新鮮な水が

コンコンと湧き出でていた事が推測出来ます。

四十年史のタイトルは「的」を得たものとな

っています。「四十年史」の言葉は約 30年前

のものですが、我々にとって理解し易く、読

み易い言葉となっています。一方、寺田会員

の披露してくれた大正時代の資料については、

時代背景も伴って、新聞にしてもなかなか難

しく読みにくい言葉となっています。第二次

大戦の終戦と共に読み易くなったのかも知れ

ません。この読み難さ、或いは「忘却とは」

の様に、たった 90～100年前なのに文字表現

や文章表現はこんなにも違うのです。これか

ら 30年なんて、あっという間に来そうです。

私は現在の日本について、「この先、大変恐ろ

しい方向へ進んで行くのかも知れない」と危

惧している一人です。よく大澤英二先生中心

に発信されている事でもあります。あと 30

年もしたら「第二次世界大戦」を美化する動

会 員 ペ ン リ レ ー 

－たった 100年、されど 100年－ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



きに繋がる現在の政治情勢ではないかと案じています。

私達にとって、しっかりした意見を出す時であろうと

思います。1935年～1940年にかけては、しっかりと戦

争反対を唱えた人もおりました。然し、弾圧されたり、

黙殺されて、世の片隅に追いやられていきましたが、

その二の舞が現在の政権の中で起きている様な昨今の

動きです。著名な漫画家（92才）が「戦争は愚か」と

表現している事で、メディアの世界への登場が激減し

ている事象を我々はしっかり見ておかねばなりません。

私は「たった 100年」「されど 100年」を感じています。

今年は戦後70といっています。戦争による様々な「傷」

「痛み」を抱えての人生を送り、今の生活がある私達

にとって、あと 30年程経ったら、又、大正時代の様に

読むのに苦労する難しい新聞が発行される時代がやっ

て来るのは、絶対に回避しなければならない道だと思

います。私はたまたま同日に二つの資料に出合いまし

た。山梨ＹＭＣＡはもう、100 年という実年にきてい

るのかも知れません。Ｙ'ｓメンズとしての「働き」を

正に問い掛けられている時代だと思います。何とか多

くの後輩を見つけ出し、（故）市川規一氏、（故）高野

孫左エ門氏、大澤英二先生等の創ってこられた道をし

っかり守って、戦争の恐怖の無い平和な世の中へと確

実に繋いでいってもらう事を使命として、頑張ってい

きたいものです。「荒野に水わきいで」の 63頁、64頁

にはアメリカのハリスバーグという町の教会から出し

ていただいた奨学金の事が記載されています。「一言」

でお話した様に、56 年前に当時の理事長、（故）高野

孫左エ門氏の面接を受けた事、奨学金のおかげで随分

助かった事が鮮やかに思い出されます。この感謝の気

持ちを忘れない為にもと、ボーイスカウト甲府第 5団

の団委員長を 10年程務めされていただきましたが、ま

だまだ御恩返しは出来ていないと思っています。 

 

 

 

         

駒田 勝彦 

と き 2015年 5月19日（火）18：30～21:00 

ところ 山梨ＹＭＣＡ 

出席者 薬袋、茅野、清藤、功刀、稲垣、鎌田、駒田、

相川、寺田、古屋、山縣   11名 

１．6月第二例会 

日時 6月 23日（火） 

午後 5時より 総会資料を作成します。 

その後薬袋会長ご苦労さん会を致します。 

２．第18回東日本区大会出席者の確認  

最終確認 6月 2日に行います。 

３．第18回山梨ＹＭＣＡチャリティーラン 2015 

日時 6月 13日（土）午前 8時 30分集合 

ところ 小瀬スポーツ公園内 山梨中銀スタジアム 

打ち合わせを 6月 2日例会時に行います。 

第 5回準備会 6月 5日(金)18：00ＹＭＣＡ 

４．7月第１例会 

（キックオフ例会・総会です、全員のご参加をお願い

いたします） 

日時 7月 7日（火）午後 6時 30分より 

場所 割烹 石川 

会費 6月例会で決定 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

★☆★☆★   山梨ＹＭＣＡ 通信  ★☆★☆★☆ 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

           総主事 露木淳司 

5月 23日（土）山梨ＹＭＣＡ青少年センターにおい

て、2014年度の事業総括をするための定期総会が実施

されました。2014年度は 9月に公益財団法人に認定さ

れて新生山梨ＹＭＣＡがスタートした記念すべき年度

であり、ぶどうの木とプライムタイムの成長により、

ようやく赤字体質から脱却できそうになってきたこと

を事業報告書、会計報告書を通じて、ご出席の皆様に

ご確認いただきました。そして 2015年度は 70周年を

翌年に控え、道路拡幅計画を受けて更に新しい時代へ

と歩みを進める準備の年度となります。そして来るべ

き 75 周年となる 2021 年までの間に山梨ＹＭＣＡは

FOR ALL を念頭に掲げて青少年センターからコミュニ

ティーセンターへと進化しようとしています。これか

らもワイズメンの皆さま、地域の皆さまにとって、必

要不可欠なＹＭＣＡで在り続けるために、共に夢あふ

れる未来予想図を描いていきたいと考えております。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★  

 

第 ２ 例 会 報 告 

   

 

 

 

 

 

 

 


