
 

 

 

 

 

 

国際会長主題       Mission with Faith 信念のあるミッション 

アジア会長主題     Through Love, Serve 愛をもって奉仕しよう 

東日本区理事主題   原点に立って､未来へステップ  

あずさ部長主題    ワイズメンとして一歩前進 

甲府２１会長      小さなことを忠実に行おう 
 

   

    

 

 

 

 

 
２０１５年７月キックオフ例会 
 

日  時 2015年 7月 7日（火）18:30 ～ 

会   場  割烹 石川    司会：稲垣浩司メン 

【 第一部総会 】 

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           松村禎夫メン 

会長挨拶           薬袋勝会長 

ゲスト・ビジター紹介     薬袋勝会長 

あずさ部長ご挨拶       標克明部長 

－甲府２１クラブ総会－ 

 2014～2015年事業報告・決算承認の件 

 監査報告 

 新役員承認の件 

 新会長挨拶         駒田勝彦会長 

 2015～2016年事業計画・予算承認の件 

【 第二部懇親会 】 

 ハッピーバースディ・ワイズディナー 

 全員スピーチ・諸報告 

ＹＭＣＡの歌 

閉会点鐘          駒田勝彦会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 』 

７月の誕生者 

（メン） 

  鎌田巌（ 4日）  相川貴宏（15日） 

  功刀弘（26日） 

（メネット） 

  松村保乃（20日） 

 

  
６月のデータ（在籍数１９名） 

６月例会出席者数            １３名 
６月第二例会出席者数           １０名 
出席率 13/19            ６８．４２％ 
ニコニコ募金            ８，８２６円 
ニコニコ募金累計       １０５，２２４円 
 

                    
★今月の聖句★ 

  

わたしはあなたの行いを知っている。あなたは、冷たくもなく熱くもない。むしろ、冷たいか熱いか、

どちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく、なまぬるいので、わたしはあなたを口からはきだそう

としている。 

ヨハネの黙示録 3 章 15～16 節  松村禎夫 選 

 

 

 

 

 

２０１５ 

７月号 

 

○●○● 今後の予定 ●○●○ 

○ ７月１８日（土）あずさ部第１回評議会        目白聖公会            12時 00分～      

○ ７月２２日（水）第 2例会                      ＹＭＣＡセンター ～若奴食堂    18時 30分～ 

○ ７月３１日（金）～８月２日(日)  アジア地域大会   京都                  

○ ８月 １日（土）育精福祉センター納涼会奉仕     育精福祉センター           

 



 

 

 

 

    駒田 勝彦会長 

 

  

甲府２１クラブは、

今期チャーター

２５周年を迎える

こととなりまし

た。  

 

＜写真：レンゲツツジ三窪高原＞ 

思えば２５年前我々のクラブが何年続くかと話題になっ

たこともありました。２５周年をここに迎えることができてい

ることは、良くここまでもったとの思いと、なんとなく積み重

ねが２５年なのかとか。 でもこれは多くの方々の見えな

い苦労、努力があったからだと思います。月日は人の思

いに関係なく時を刻んでいます。人はそれでも節目を思

います。 現に私たちがこの場に同じ席にあることを感謝

しましょう。その時その時の小さなことが積み重なって今

があります。山の頂へは自分の足で一歩一歩進む歩み

が頂きに辿りゆきます。 今私たちは山の峠でしょうか、

急坂の途中でしょうか、休憩地点でしょうか、皆それぞれ

感じておられることと思います。私はなだらかの道を歩ん

でいるように思います。 

さて、「忠実」を辞書で調べてみますと 

 

ちゅう じつ ［0］ 【忠実】  ＜大辞林より＞ 

① 真心をもって仕えること。真心をもってつとめること。ま

た，そのさま。 「職務に－な人」  

② 少しの誤りやいつわりもなく正確である・こと（さま）。 

「事実に最も－な小説」 「 －に再現する」 

 

“お前は少しなものに忠実であったから、多くのものを管

理させよう”  マタイ２５：２１ 

 

私自身には特質すべきものはありません、でも忠実さ

は心がければできるように思います。 

自分の身丈に無理なく（年ですから・・）、忠実に一時、一

時を歩み次へのバトンタッチをしたいと思います。 

この１年どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 薬袋 勝 

 昨年度の会長主題は、「参加しよう」でした。ワイズの

信条では出席第一をあげておりますが、その目的を強

化する意味合いを込めて「参加」をとりあげました。 

 ７月のキックオフから始まる例会と役員会を兼ねた第

２例会のいずれかの出席を出席とした当クラブの皆勤

賞は、昨年度８名に対し１１名を記録し、全会員の積極

的な参加がこの結果を生んだと思われます。さらに例

会出席の内容を見ると、６名が会員卓話を行い、また

納涼例会やクリスマス例会では多数のゲストとの交流、

新年例会での甲府クラブとの交流によって、一人一人

の例会活動も充実したものとなったと思われます。 

４クラブ合同例会、富士山例会、八王子クラブ２０周

年記念例会及び甲府クラブ６５周年記念例会への多く

の会員の参加は、他クラブの状況知るうえで大変良い

機会でした。また、あずさ部の部会及び３回の評議会

への出席は楽しい経験を得られました。さらにホストク

ラブとして5月に、第３回常磐町評議会を開催協力しま

した。 

 例会参加だけがワイズ活動ではありません。有意義

な社会活動を実施している団体を理解しサポートする

事は重要な活動で、直接参加と献金の二種類に大別

されます。８月の育精福祉センターの納涼例会及び 

１１月の障碍者フライングディスク大会への参加は、サ

ポートを目的とするよりも彼等から得ることが多い活動

参加でした。資金サポートとしては、長年継続している

ダルニー募金と山梨いのちの電話へ献金をしていま

すが、山梨いのちの電話の活動に多くの会員が直接

関わって奉仕していることは、特筆すべきことです。 

 ＹＭＣＡ活動への参加は、ワイズ活動の主流を占め

ることは言うまでもありません。８月のふくろうキャンプ

での昼食用意と入浴介助、１１月のＹＭＣＡバザー及

び６月のチャリティーランへの運営に、忙しい時間を割

いて多くの会員が参加した事は、ＹＭＣＡ活動を理解

している結果と思われます。現在山梨ＹＭＣＡは、道

路拡張に伴う会館の移転が、大きな問題となっていま

す。ワイズとしてこの問題に、積極的にかかわっていく

必要があると思われますが、具体的な情報が無く方向

性が決まっておりません。しかし今期、古屋ワイズが常

議員会議長に又新たに野々垣ワイズが常議員に参加

  2015-2016年度  7月 

新 会 長 挨 拶 

主題 「小さなことを忠実に行おう」  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

旧 会 長 挨 拶 

2014-2015年の活動を終えて  
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した事から、私達ワイズの関わりが今後、明らかになっ

てくると思われます。 

 会員増強は、常に大きな目標としておりましたが、１２

月に野々垣ワイズの紹介により３名（佐藤、奈良田及び

廣瀬ワイズ）が入会し、今後のクラブの活性化が大きく

期待されます。 

 皆様の支えによりやっと会長の役を終える事が出来

ました、有難うございました。駒田新会長のもとで、新

たなワイズ活動に期待をいたします。 

 最後になりましたが、長年積極的な活動をされていた

中島ワイズが闘病生活を続けております、早い復帰をお

祈りいたします。 

 

 

 

 

と き 2015年 6月 6日(土) 12：45～ 

ところ 厚木市文化会館 

出席者 相川、稲垣、駒田、茅野、寺田、奈良田、 

古屋、松村（豪）、薬袋、山県 以上 10名   

駒田メネット    公式参加者数４３１名 

2014-2015年度 当クラブ受賞一覧 

地域奉仕事業表彰  

CS献金達成賞   ４７クラブ 

ASF献金達成賞  36クラブ 

ＦF献金達成賞   25クラブ 

会員増強事業表彰   

(2014年 5月 1日～2015年 4月 30日の実績)  

EMC-M優秀賞 (3-4名獲得)   6クラブ  

ノンドロップ賞（退会者ゼロ）   ３１クラブ 

国際・交流事業表彰  

BF献金達成賞    ３７クラブ 

TOF献金達成賞   ４６クラブ 

RBM献金達成賞   34クラブ 

YES献金達成賞    27クラブ 

グランドスラム賞 21クラブ （一人あたりの目標額

以上を BF、TOF、RBM、YESのすべてで達成したクラブ）   

 

 

 

             

               寺田 喜長 

日 時   2015年 6月 2日（火）19：00～ 

会 場   山梨ＹＭＣＡ青少年センター 

出席者  薬袋、相川、稲垣、駒田、茅野、寺田、 

奈良田、野々垣、広瀬、古屋、松村（豪） 

松村（禎）、山縣     以上 13名 

相川メンの司会にて定刻に薬袋会長の点鐘にて開催、

一言を古屋メンが担当された。5月 23日に開催された山

梨ＹＭＣＡ定期総会に出席され、当クラブのメンバー6 名

が常任理事に就任、理事平均年齢の幾ばくかの若返りが

された中で、ワイズメンズクラブと、ＹＭＣＡが今まで以上

に強く、深く連携を図る機会であり、情報交換を密にする

ことによりワイズメンズクラブの目的である「何をおいても

ＹＭＣＡに対する奉仕を旨としよう」を実践し、新しくなっ

た「公益財団法人山梨ＹＭＣＡ」に仕えましょうと話され

た。 

会長挨拶は古屋メンの一言と関連しＹＭＣＡとの係りの

強化が必要と感じたことと、会長職最後の行事の「山梨チ

ャリティ－ラン」への協力要請が有り、そして１年間の会員

の協力に感謝を述べられた。ハッピ－バースデーは野々

垣メン（5 日）寺田メン(13 日)、野々垣メンの息子さんが誕

生した 1943年 6月 5日の新聞記事を探して下さり、第 1

面が山本五十六海軍大将の葬儀の記事とのこと、逸話と

して野々垣メンの名前の「健五」は5人兄弟の5番目の五

と山本五十六に傾倒されていたお父さんが五十六の五を

息子の名前につけたとのことでした。 

今月の例会は例年のように全員協議会として次期会長

の駒田メンが担当し、次期の会長主題の発表と、方針の

説明がされた。「小さな事を忠実に行おう」の主題のもと、

共に考え、協議、行動するために 6 項目の目標を提示、

特に例会の冒頭に各委員会を開催し、委員会活動の確

立を図ることとしている。いずれの項目も 25周年を迎える

この時に何をし、何を目指すのか共に考えていくテーマ

として示された。提示された次年度の役員、各委員会メン

バー、年間計画案の確認を行い、相川次期会計の予算

案の説明がされた。 

  

６  月  例  会  報  告 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

第 1 8 回 東 日 本 区 大 会 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



連絡事項 

・6月 5日(金)18時よりチャリティーラン実行委員会開催、

都合のつく方は出席を。 

・6月 6日(土)東日本区大会(厚木)開催、出席者確認。 

・6月13日(土)チャリティーラン開催、中銀スタジアム8：30

集合。 

・6月 23日(火)第二例会、17：00集合、キックオフ例会資

料作成と会長慰労会。 

・例会は出席が前提であるので欠席者はメールにて連絡

する事。 

・25周年については総会で検討する。 

薬袋会長年度最後の例会は次年度に向けた意義ある

協議がなされ、会長最後の点鐘にて閉会した。 

 

 

 

 

と  き  2015年 6月 13日(土) 10：00～ 

ところ    中銀スタジアム 

出席者  相川、稲垣、鎌田、輿水、駒田、佐藤、 

清藤、茅野、寺田、奈良田、廣瀬、古屋、 

松村(禎)、松村（豪)、薬袋、山県 16名 

          メネット（相川、駒田、清藤、寺田、廣瀬、古屋、

松村(仁)、薬袋、保坂）9名 

参加チーム 57チーム 

 

 

 

 

稲垣 浩司 

と き  6月 23日（火）17：00～ 

ところ  ＹＭＣＡ 

出席者  相川、稲垣、功刀、駒田、清藤、茅野、 

寺田、古屋、薬袋、山県  10名 

総会資料印刷  表紙を含めて 8枚ｘ35部印刷 。 

役員会  第 1例会は 7月 7日（火）18：30～ 

割烹：石川。会費は 4,000円。 

ブリテンにあずさ部長公式訪問を記載する。 

     第 2例会は 7月 22日（水）18：30から。 

     育精福祉センター納涼会奉仕 8 月 1 日（土）。     

フクロウキャンプ八ヶ岳は 8月 20日(木）。 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

★☆★☆★   山梨ＹＭＣＡ 通信  ★☆★☆★☆ 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

           総主事  露木 淳司 

6月14日（土）、小瀬の山梨中銀スタジアムで開催され

ました第 18回チャリティーランへのご協力、本当にありが

とうございました。今回は 57 チームと過去 2 番めの出場

チーム数に達しました。そして今年も梅雨期にもかかわら

ずよく晴れて、チャリティーランは雨が降らない、のジンク

スをつなぐことができました。甲府クラブの皆様には主に

会場部で、21 クラブの皆様にはレース部で、富士五湖ク

ラブの皆様にはフライングディスクコーナーなどでそれぞ

れご活躍いただきました。そして、来賓として樋口雄一市

長もかけつけて下さり、力強い励ましの言葉を賜りました。

与えられました収益は山梨 YMCA や全国で行われてい

る障がい児プログラムに有効に活用させていただきま

す。 

 YMCA は今夏のプログラムを控え、参加者募集に全力

を上げております。そいて暑い甲府の夏を無事乗り越え

ようと英気を蓄えているところです。皆様も健康にはくれ

ぐれもお気をつけいただき、夏を楽しみましょう。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

第 ２ 例 会 報 告 

   

 

 

 

 

 

 

 

第 18回 山梨ＹＭＣＡ 

インターナショナル・チャリティーラン 2015 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


