
 

 

 

 

 

 

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 愛をもって奉仕をしよう 

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８月納涼例会 

 
 

日  時 2015年 8月 23日（日）17:00 ～ 

会   場  金桜園    

司  会 鎌田巌メン 

 

開会点鐘           駒田勝彦会長 

ワイズソング 

ワイズの信条 

会員一言           松村豪夫メン 

会長挨拶           駒田勝彦会長 

ゲスト・ビジター紹介     駒田勝彦会長 

来賓ご挨拶           

 ハッピーバースディ 

 

懇親会 

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 』 

８月の誕生者 

（メン） 

  輿水順雄（６日）  駒田勝彦（６日） 

（メネット） 

  相川泰代（8日）   山縣洋子（30日） 

 

 
７月のデータ（在籍数１９名） 

７月例会出席者数            １７名 
           ゲスト３名   計２０名 
７月第二例会出席者数           １０名 
出席率 17/19            ８９．４７％ 
ニコニコ募金                ０円 
ニコニコ募金累計       １０５，２２４円 
 

                    
★今月の聖句★ 

    そのとき 

歩けなかった人が鹿のように躍り上がる。 

口の利けなかった人が喜び歌う。 

荒れ野に水が湧きいで 

荒れ地に川が流れる。 

イザヤ書 35 章 6 節  松村豪夫 選 

 

 

 

 

 

２０１５ 

８月号 

 

○●○● 今後の予定 ●○●○ 

○９月 １日（火）例会                ＹＭＣＡセンター         19時 00分～      

○９月１５日（火）第 2例会                      ＹＭＣＡセンター ～若奴食堂    18時 30分～ 

○９月２６日（土）～９月２７日(日)  富士山例会    詳細は 9月例会で                

○１０月 ６日（火）例会                ＹＭＣＡセンター         19時 00分～  

 



 

 

 

 

駒田 勝彦会長 

 

低地～亜高山

帯の林内などに

生え、茎の高さ

は２０～３０セン

チ。茎頂の総状

ないしは散形状

花序に直径約１

センチの白色の花を数個から多数つける。和名のオモト

は、葉がユリ科のオモトに似ていること、ツバメは濃藍色

に熟した実が燕の頭を連想することに由来するという    

＜写真：ツバメオモト＞ 

 

８月は戦争に関する思いを皆で想う月です。特に今年

は戦後７０年の節目を迎えます。 

日本はこの

７０年間他

国との戦火

を交えるこ

となく過ごし

てこられた

ことは尊い

事と改めて

感じます。 

しかし今後

の歩みに憂

いを感じな

いわけでは

ありません、

日本は大き

な切り替え

をしようとし

ています。

これに関連

する情報は

数多く発信

されています。自分自身がどう考えるか、どう判断すべき

か良い機会として考えたいと思います。 

ワイズメンズクラブ東日本区のメンバー数は２０１５年７月１

日現在９０２名との連絡がありました。 

存続に厳しい状況にあります。 何をどのようにするか、も

し〇〇〇人になった場合は・・・・、いなそのようにならな

いために、今なすべきことはなにか東日本区２０周年来

年度に向け知恵を出し合う時ではないかと感じます。 

７月２１日山梨ＹＭＣＡの常任役員会にワイズメンという立

場で会長として連絡を頂き出席させていただきました。常

議員１８人 甲府２１クラブメンバー古屋議長を含め５人が

責任を負っておられます。現 YMCA は道路拡張工事に

伴い、移転、現在地での立替、事業ごと分散等選択決断

をしなければならない時に来ています。 

私たちはその時代、その時に生かされ自分自身の事柄

でなく何らかの選択、決定に関わる立場に置かれること

があります、それは用いられる感謝とともに責任の大きさ

も負わされることになります。 

一人の知恵、力でなく協同の知恵、力で将来への良き判

断をしてゆきたいと感じています。 

 

 
< 東日本区大会で表彰状を頂きました。 >  

 

 

 

 

寺田 喜長書記 

日 時  7月 7日（火）18：30～ 

場 所  割烹 石川 

出席者  相川、稲垣、功刀、鎌田、駒田、佐藤、 

清藤、茅野、寺田、奈良田、野々垣、広瀬、古屋、 

中島Y’Sが天に召されました。謹んで哀悼の意を表します。 

  2015-2016年度  8月 

 会  長  挨  拶  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

7  月  例  会  報  告 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

26th  Asia Area Convention   

アジア大会が京都で行われ

ました。基調講演は、毛利  

衛氏 「宇宙からの贈り物」

と題し、私たちの現在は何万

も続く“つながり”の中にい

ることを知り今後へのつな

がりの大切さを語っていま

した。以前我がクラブに在籍

し現在京都クラブにおりま

す石若さんにお会いしまし

た。皆様によろしくとのこと

です。 



松村（禎）、松村（豪）、薬袋、山縣、 （17名） 

ゲスト  標あずさ部長、荒川あずさ部書記、小倉あ

ずさ部会計（甲府クラブ） （3名） 

司会者が少々遅刻し、呼吸を整える間もなく恒例の

お座敷例会を開会、公式訪問の標あずさ部長に挨拶を

頂き、其の中で、部会、評議会にて会員を育てる意味

で部長経験者などの卓話によるＬＴを計画するので、

一般会員の方も是非、部会、評議会に参加され、学ん

で下さいとアピールされました。総会では前年度の事

業報告、会計報告が無事承認され、薬袋会長年度から

駒田会長年度に無事バトンタッチ、事業計画案、予算

案が承認されました。駒田会長の方針である全員参加

の委員会活動として早々に例会で 10 分ほどの委員会

を行い、1 年間の活動方針を確認し懇親会に移行、療

養中の中島メンへの思いを寄せ書きに託しながら、会

員全員のスピーチにて盛り上がり、定刻にて閉会とな

りました。 

 

 

 

 相川 貴宏 

 第１回あずさ部「海の日」評議会が２０１５．７．１８（土）

東京山手クラブをホストとして「目白聖公会」で開催さ

れました。前日は台風 11 号の接近で道路、鉄道共に

影響を受け、翌日開催が心配されましたが曇り空の中

無事開催さ

れました。出

席者は 11 ク

ラブ60名、当

クラブからは

功刀メンと相

川の 2名でさ

みしい思い

がしました。 

 標新あずさ部長の開会点鐘で開催、標部長の「ワイ

ズメンとして一歩前進」の部長主題のもと重点項目の

説明がありました。（部報第 1号参照）特に地域奉仕事

業として 1 クラブ 1事業プラス、会員増強事業として会

員純増 1名と退会者 0を目標とし、国際交流事業では

特にＲＢＭ（ロールバックマラリア）に力を注ぎたいと抱

負を述べました。 

議案審議では１．あずさ部会計決算承認、２．同監査

報告の承認、３．来年度評議会、部会開催クラブの承

認が賛成多数で決されました。次に第１回東日本区役

員会報告が部長より、また事業主査、クラブ会長の所

信表明がなされ、皆の激励を受けました。 

 休憩をはさみ、標部長の新しい試み「ワイズをより知

ろう」の趣旨の下ワイズメンによる卓話を試みることとな

り、第１回目として東京西クラブの吉田明弘メンにより

題して「ヤッパ、ワイズだべ」の卓話がありました。５０年

のキャリアを持つ吉田さん、さすがに味わいの深い卓

話でした。いくつか学んだことがあります。①「Anyway 

Y’s Men’s Club is Wonderful」（横浜国際大会でハリ

ー・バランタイン賞を受賞した奈良信さんのスピーチ）

②「ワイズメンズクラブは目的が分かりにくい」親睦があ

ってこそ奉仕が継続され、奉仕があるから永もちする。

③「ワイズの信条」の出所が判明。熱海グローリークラ

ブの竹内敏朗さん、熱海クラブ設立の１９６３年頃に作

成したとの事。④ワイズメンズクラブを表す魅力的な言

葉を見つけること。マダマダありますが拙い解釈です

みません。       

仙洞田安宏 撮影 

 閉会の後「目白聖公会」の礼拝堂を見学しました。大

正７年に最初の礼拝が行われ、昭和４年に新たに建立、

昭和５６年に改築、昭和６０年にイングランド、エビファ 

ニー修道院より譲り受けた１２枚の美しいステンドグラ

  

第１回あずさ部「海の日」評議会報告 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



スを設置し教会の活動を行っているとの事です。荘厳

かつ神秘的で、カトリックの教会を思わせる雰囲気が

ありました。 

 最後は恒例の呑み懇親会、本会は茶話会でしたの

でその反動で出席者の半数、約３０名が集い楽しくも

にぎやかな一時を過ごしました。これが無くっちゃね。

甲府２１クラブのメンバーは、これからの集会には是非

積極的に出席しましょうね。 

 

 

 

 

 

          奈良田 和也 

新国立競技場の迷走についての地方の建築家として

の所感 

新国立競技場設計案が白紙に戻されました。 

コストが高すぎるとの世論の反発で白紙撤回されました

が、この新国立競技場計画の経過に関してはいくつかの

問題点があり整理して考えなくてはならないと思います。 

一番の問題は最終責任の所在がはっきりしない国際コ

ンペの実施にあったと思います。が今回地方の建築家と

して所感述べたいと思います。 

大きく分けてコスト、デザイン、規模の３つの点から考察

する必要があると思います。 

これらは相互の関係性からトータル的に考えなければな

りませんが、今回はデザインを突出させて進んだために

問題が生じたと考えます。比較するものをいくつかあげて

検証しようと思います。 

1. コスト 

当初の国際コンペの予算条件としては、1,300億円を

提示してありました。そもそもこの 1,300億円の予算

の根拠がはっきりしません。当初から 2,500億円とし

ていればここまで問題にはならなかったような気がし

ます。では 2,500億円が高いか安いかと考えると、ロ

ンドンオリンピク会場で 500億円、北京オリンピック会

場で 800億円でした。これでは高いという印象です。

視点を変えてみて、自衛隊の次期支援戦闘機F35

は 1機 200億円が 13機分、護衛自衛艦のイージス

艦が 1隻1,500億円で約1.5隻分です。戦闘機 ・イ

ージス艦は 50年もたないので、これだとそんなに高

くもないかという感じです。 

２．デザイン 

デザインについては、好みの問題があるので一概に

良い悪いとは言い切れませんが、明治神宮の森に

建設する競技場としてはもっと日本的なデザインの

ほうが良いように感じます。 

３．規模 

当選した案はもっとのびのびとしていました。なぜか

というと当選案は、与えられた敷地を飛び越えて中

央線の線路の向こうまで延びていました。説明には

在りませんでしたが千駄ヶ谷駅と信濃町駅の中間に

新たに競技場に直結する駅の提案まで含まれてい

るように感じました。この考えはおもしろいとは思いま

すが、コンペの条件を逸脱することは問題ではない

かと考えます。 

高さは 1番高いところで 70ｍです。日本最初の超高

層ビルの霞ヶ関ビルの 147ｍの半分です。甲府富士

屋ホテルは 60ｍです。これはいくらなんでも明治神

宮の森には高いと思います。建物というより山です。 

では大きなものはだめなのでしょうか？世の中には

ピラミッド、タージマハール、モンサンミッシェル、東

大寺の大仏等大きいことで感動感激を今日人々に与

えている構造物はたくさんあります。 

東大寺の大仏建立は当時の国家予算の 3 倍でした。

時代が違うとはいえ後世まで残り人々に希望とか感

動を与えています。 

たとえば半分地下に埋め込むとか方法はいくらでも

あると思います。ただ単に自己主張する建物ではな

く協調性のある建物で在れば大きくてお金がかかっ

てもよいと思います。 

これには強力なリーダーシップを持ったプロジェクト

リーダーが必要と思います。 

100人のうち 90人が否定しても信念を持って計画を

押し進めれば、10年後には 100人が賛同する。そん

な競技場の完成を願います。 

 

会 員 ペ ン リ レ ー 

新国立競技場の設計案白紙撤回って正しいの？ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

寺田 喜長書記 

日 時   7月 22日（水）18：30～ 

場 所   ＹＭＣＡセンター～若奴 

出席者   駒田、古屋、薬袋、稲垣、鎌田、山縣、 

茅野、相川、功刀、寺田    10名 

１  育精センター納涼会奉仕について（雨天決行） 

 日 時     8月 1日（土）16：30集合、 

17：00～19：40  後片付け 20：15終了 

 場 所     山梨県立育精福祉センター 

（南アルプス市有野３３０３－２） 

 作業内容   模擬店にて飲み物の提供 

  参加予定者       稲垣、茅野、薬袋、古屋２人、功刀、                        

松村（豪）２人 

２  ＹＭＣＡふくろうキャンプ奉仕について 

  日 時     8月 21日（金）  

10：00集合～13：00頃迄 

 場 所     山梨県立八ヶ岳少年自然の家 

（北杜市高根町清里３５４５） 

 作業内容   昼食作り 

（飯盒炊飯等薪を使用しますので軍手を準備） 

参加予定者  駒田、相川、茅野、古屋、松村（豪）、山縣、 

（相川、古屋、山縣の３氏はＹＭＣＡに８：３０集合） 

 ３  納涼例会について 

 日  時    8月 23日（日） １６：３０集合  １７：００開会 

 場  所   金桃園（笛吹市一宮町塩田大久保１５０６） 

 司会＝鎌田、 聖句と一言＝松村（豪） 

 会  費  メン 4,000円、  メネット 3,000円 

 例会ですので欠席する方は連絡を下さい。メン以外の

方が出席される方も連絡ください（16日締め切り） 

 他クラブへのお誘いは駒田メンにお願いしました。当

日の飲み物の調達は相川会計に依頼済み 

例会グッズ一式準備は松村（豪）メンに依頼。マイク、ア

ンプは愛宕町教会から借用し山縣メンに依頼。 

４  8月第２例会について 

日 時  8月19日（水）  18：30  

ＹＭＣＡセンター ～ 若奴 

納涼例会最終打ち合わせ 

＊会場の都合で 8月 19日（水）に変更いたします。お間

違えの無いように。 

５  9月例会について 

日 時 9月 1日(火）  19：00   

ＹＭＣＡセンター司会＝功刀メン、 一言＝薬袋メン、 

会員卓話＝廣瀬メン、 ペンリレー＝寺田メン 

６  その他 

富士五湖クラブから恒例の富士山例会のお誘い 

日 時    ９月 26（土）～27日（日） 

詳細は９月例会にて配布いたします。 

７  甲府 21 クラブ 25 周年記念旅行の日程が 11 月 13

（金）～14日（土）と決まりました。予定に入れて下さい。な

お行先は未定です。 

８  ８月ブリテン原稿締め切りは８月 14 日（金）、９月ブリ

テン原稿締め切りは８月 25日（火）です。 

 

 

 

 

日 時   8月 1日（土）16:30～ 

場 所   育精福祉センター 

出席者  稲垣、功刀、輿水、佐藤、茅野、松村（豪）、

古屋、薬袋        8名 

       古屋メネット    合計 9名 

 

 

納涼祭参加者全員に 

団扇
うちわ

が配られました 

 

 

 

7 月 第 ２ 例 会 報 告 

   

 

 

 

 

 

 

 

育 精 福 祉 セ ン タ ー 納 涼 祭 り 

   

 

 

 

 

 

 

 



☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

★☆★☆★   山梨ＹＭＣＡ 通信  ★☆★☆★☆ 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

           総主事  露木 淳司 

 

キャンプ 4 本、わいわい地球塾 20 本を用意して、

今年の夏休みを迎えました。ここ数年の傾向で夏休み

中の大学生ボランティアを確保することに困難を覚え

るようになっています。今年は高校生ボランティアを

多く導入し、なんとか順調に毎日のプログラムをこな

しています。プライムタイムの夏休み利用者も増え、

YMCAは正に活気にあふれています。フクロウキャン

プには甲府、甲府 21、富士五湖の各ワイズメンズクラ

ブからも支援をお受けし、障がい児たちが楽しいひと

時を過ごすことができました。このまま無事、夏が終

わりますようお祈りしています。 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

 

 

 

 

             

 寺田 喜長書記 

チャーターメンバー中島竹男メンにおかれましては

8 月 9 日（日）の朝、お亡くなりになりました。享年

67歳でした。昨年 12月に体調を崩され余命 6ヶ月の

診断を最初の受診でくだされ、大変なショックを受け

られました。しかしすぐに闘病に全力を注ぐ決意をさ

れ 2年間は生き抜くと強い気持ちで思いを述べられて

いました。甲府 21クラブチャ－ター以来例会を一度も

休むことなく皆勤されていましたが昨年 11 月の例会

を最後に 2度と例会に出席出来ませんでした。体調を

見ながら例会に出席するといつも前向きに努力されて

いましたのに残念です。9 日の夕刻にお別れする機会

を少人数の親しい方だけで持ちたいと言うご家族の意

向でしたが、故人を慕う多くの方が集るお別れの会と

なり中島メンの人柄が偲ばれました。10 日の 11 時に

讃美歌が歌われる中、安置されておりました斎場から

多くの方に見送られ、献体される医大へ向かわれまし

た。ご冥福をお祈りいたします。 

 

▼ ワイズソング（いざ立て） 

訳詞 淵田 多穂理 

いざ立て  心あつくし 

手を挙げ  誓いあらたに 

われらの  モットー守る 

ふさわし  その名ワイズメン 

絶えせず  めあて望み 

この身を  捧げ尽さん 

 

歌えば   心ひとつに 

ともがき  ひろがり生きて 

遠きも   近きも皆 

捧げて   立つやワイズメン 

栄えと   誉れ豊か 

まことは  胸にあふれん   

 

▼ ワイズの信条 

１． 自分を愛するように、隣人を愛そう 

１． 青少年のためにＹＭＣＡにつくそう 

１．世界的視野をもって、国際親善をはかろう 

１．義務をはたしてこそ、権利が生ずることをさとろう 

１．会合には出席第一、社会には奉仕第一を旨としよう 

 

▼ ＹＭＣＡの歌 

作詞 淵田 多穂理 

作曲 津川 主一 

若人の   あつきいのりは 

百年の   歴史をつづる 

とこしえの のぞみにもえて 

さかえあり YMCA 

われらまた こぞりて立たん 

 

開拓の   みむねかしこみ 

福音の   み旗は進む 

地のはての 国々までも 

ひかりあり YMCA 

われらまた 勇みて行かん 

 

民族の   へだてとりさり 

手をつなぎ 一つとなりぬ 

もろともに 心合わせて 

みのりあり YMCA 

われらまた 誓いて勝たん 

会 員 消 息 

中 島 竹 男 メ ン ご 逝 去 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


