
1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

日時：2015 年８月１１日(火) 18:45～ 

会場：小島精肉店   

   甲府市相生 2-16-5  電話 0120-2904-79 

会費：3000円（メン・メネットとも） 

担当：クラブサービス委員会  司会：鶴田会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月例会 予告 ＜８日、談露館にて＞ 

卓話者に、東京武蔵野多摩クラブの宮内友弥会長を

お招きし、アジア各国のワイズメンズクラブの現状

についてお話を伺う予定です。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 若者の心を磨く手伝いをしよう               

会長 秋山仁博 

キックオフ例会も、第１回あずさ部評議会も無事に終わ

って、ホッとする間もなく、１日は富士山を綺麗にする会の

「富士山クリーン作戦」、８日はＹＭＣＡの「ふくろうキャンプ」

が開催され、野外に出ることが多かった今日この頃です。 

そんな中、最近、特に若い人達と話したり、一緒に活動

していると、羨ましくなることがあります。それは、彼らの速

やかな行動力と、チャレンジ精神の豊富な事です。私自身

も、若いつもりで参加しましたが、彼らは、一瞬の行動や頭

で考える前に一歩も二歩も前に進んでテキパキと、言われ

た以上に仕事を処理している事に気が付きました。 

 世間では、「年寄りに力あれば、若者に知恵あれば」と言

いますが、それは無い物ねだりではなく、互いの足りない

所を、補完し合う事、素直な気持ちで互いに助け合う事、

を指している言葉だと思います。確かに、私自身が若い時、

何か問題にぶつかった時には、人の迷惑など考えずに、

強引に自分だけ納得する方法で解決して来ました。 

しかし最近は、まず頭で考え、そして自分の心にその解

決方法が正しいかどうかを問いかけて、周りの人が納得し

てくれるかどうかも、自問するようになりました。 

そして、今一番しなければならないと思う事は、その解

決方法を若い人達に、理解してもらえる様に、十分なコミ

ュニケーションを取ることだと思います。 

頭で考えた事の半分も言葉にすることは出来ません、

言葉で話すことの半分も文章に書くことは出来ませんが、

もし可能性溢れる若い人と、人間として経験豊富な大人達

が互いの心を磨いて、素直な気持ちでコミュニケーション

を取ることが出来たら、きっともっと豊かで、愛の溢れる新

しい社会が築かれると確信し、それが唯一の未来社会の

発展に繋がると信じて止みません。 

 我々も通り過ぎた、未熟で一人よがりであった時代をもう

一度思い返して、若い人の心を磨くお手伝いをすると同時

に、自分自身をも磨いて、真のワイズメンを目指しましょう。  

 

会員数  ３７名    

例会出席 ２８名   メネット １名 

 メーキャップ ３名  出席率  ８４％ 

ニコニコボックス 15,584 円 

 

・開会点鐘          秋山仁博会長 

・会長挨拶・ゲスト紹介    秋山仁博会長 

・諸報告 

・今月のことば      Ｐ.ﾏｳﾝﾄﾌｫｰﾄﾞ会員 

 

   食事・懇親・お楽しみ 

 

・ハッピーバースデー＆アニバーサリー 

・閉会点鐘          秋山仁博会長 

プログラム 

国 際 会 長 主 題：信念のあるミッション   Wichian Boonmapajorn（タイ） 

アジア地域会長主題：愛をもって奉仕をしよう  Edward K.W.Ong（シンガポール） 

東 日 本 区 理 事 主 題：原点に立って、未来へステップ     渡辺 隆（甲府） 

あ ず さ 部 長 主 題：ワイズメンとして一歩前進       標 克明（甲府） 

甲府クラブ会長主題：夢をつなごう             秋山仁博    

７月のデータ 

■今月のことば■  

皆心を一つに、同情し合い、兄弟を愛し、憐れみ深く、謙虚になりなさい。 

（ペテロの手紙 第一 ３章８節から）          Peter Mountford 会員選 

  甲 府 ク ラ ブ 

2015年 ８月 会報 
●今月の強調目標 

ＣＳ 
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７ 月 例 会 報 告 
 秋山新会長による新年度のキックオフ例会が、武

田会員の司会で、７月１４日火曜日、ホテル談露館

にて盛会に行われました。 

 開会の点鐘は荒川直前会長にて行われ、ワイズソ

ング、ワイズの信条の後、会長引き継ぎによるバッ

チ交換が行われました。１年前は緊張した面持ちで

あった荒川直前会長は晴れやかに、また秋山新会長

は襟を正す姿が印象的でありました。荒川直前会長

よりあっという間の一年であったとの感想を述べ

られ、その後秋山新会長の挨拶と進んで行きました。

秋山新会長から

は、１年前に声を

かけられ、その間

イメージをし、準

備をする中で、あ

らためて「ＹＭＣ

Ａ会員一人ひと

りが様々なボラ

ンティア活動に

力を注いでいる」

ことを実感し、

「使命として、皆

様の活動を支えていきたい」との想いから話し始め

ました。本年度は、東日本区理事として渡辺会員、

あずさ部長として標会員、そして昨年は６５周年と

いう節目にあり、それが別々の取り組みではなく、

繋がった取り組みにしていきたい。そして創設した

当初のワイズメンの想いを繋げていきたい。そんな

想いをこめて、新年度のテーマ「夢をつなごう」と

力強く掲げられました。 

 総会の第１部として、荒川直前会長が議長となり、

2014年度事業報告・決算報告・委員会報告と無事に

終了した報告をいただきました。そして１４名の皆

勤賞から始まり、１年間を通して多大なご協力をし

ていただいた会員に対しての褒章もございました。 

 第２部は 2015年度事業計画・予算案審議に入り、

秋山新会長より取り組み方針が打ち出されました。

また会員増強委員会の大澤委員長からは、会員同士

が小まめな対応ができるよう「４人組活動」の方針

を発表し、地域奉仕委員会では、石川（和）委員長

が委員の団結を呼びかけ、国際・交流委員会では、

東日本区・あずさ部との交流強化、ブリテンでは効

率化と、先を見据えて足元を固めると同時に、新年

度を幅広く前進させる年にふさわしい熱気のある

キックオフ例会となりました。そしてクラブサービ

ス委員会から、この猛暑を乗り切るために、８月は

パワーアップ例会と称し、小島精肉店で開催する旨

の報告がございました。 

今回はあずさ部長公式訪問として、標部長からご

挨拶をいただき、今後の活動報告他、記念すべき年、

「東日本区理事 REGIONAL DIRECTOR HOMECLUB」の

白いバナーを誇りとし、１歩２歩成長する意欲を語

られました。秋山新会長による「夢をつなぐ」ため

の新年度がキックオフされました。 

「ＯＮＥ ＦＯＲ ＡＬＬ、ＡＬＬ ＦＯＲ ＯＮＥ」 

新たな１年間宜しくお願いいたします。（根津） 

 

 

 

◎７月２８日(火)  18:30～20:30  山梨ＹＭＣＡ 

◎出席  荒川/秋山/標/石川（和）/大沢/石川(博)/丹後

/済本/仙洞田/内藤/鶴田 

【報告事項】 ▽７月例会報告（１、２ページ参照） 

▽あずさ部評議会報告(３ページ参照) 

【協議・承認事項】 ① ニコニコ BOX は、毎回例会終了

後に、副会長丹後さんが内容と金額を報告する（用意はク

ラブサービス・計算は会計） 

② 例会欠席者のフォローを４人組グループで実施する。

出席表をグループ別に新規に分類（前回例会で配付）し

たので、例会終了時にフォローする会員を確認する。 

③ ９月例会（地域奉仕委員会担当）の卓話者への謝礼

は、１０，０００円＋交通費５，０００円に決定 

④ 例会での誕生祝いは、会員が楽しく食する品物（クッ

キーの詰合せ等）が良いと思う。 

⑤ ＹＭCA 露木総主事の会員登録については、関係クラ

ブに確認を取った上で審議する。  

⑥ エコキャップの収集は、当初問題が有ったので、パス

する予定だったが、新たな組織で再度立ち上がった事と、

既にＹＭCA には集まっているキャップもあるので、例会時

に継続して実施する事を報告する。 

⑦ 次回ブリテンの袋詰めは、８月１１日、例会前の６:００

～ＹＭCA にて実施し、終了後、会場の「小島肉店」に向

かう。               （秋山） 

 

   ８月 Happy Birthday  

メ ン  荒川洋一(12日)   渡辺徳之(12日) 

     石原祥平(14日)  

メネット（パートナー）      中島 雅子(12 日)   

   ８月 Wedding  Anniversary  

該当者なし 

  ７ 月 役 員 会 報 告   
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富士山クリーン作戦に参加 

８月１日、富士山をきれいにする運動に、甲府ク

ラブから６名が参加しました（秋山会長とメネット、

田中司郎、済本文雄、石川和弘、丸茂正樹各会員）。 

登山道などで、ごみ拾い活動を行いました。 

 

 

 

山
梨
日
日
新
聞 

第１回 あずさ部  
｢海の日」評議会 

２０１５年７月１８日（土）、東京都新宿区にあ

る目白聖公会において第１回あずさ部「海の日」評

議会が開催されました。当クラブの標克明会員があ

ずさ部部長になって初めての評議会開催です。ホス

トは東京山手クラブ、議決権者数５５名（内重複３

名）で総出席者は７０名余りでした。午後１２時か

ら登録が始まり１２時３０分から開会です。開会式

のセレモニーの後ホストクラブの浅羽俊一郎会長

より歓迎のあいさつがあり評議会の開会です。 

今回の議案は前年度のあずさ部会計決算承認の

件とその監査報告の承認の件、あずさ部部長・部選

出代議員・監事選任順・部会・評議会の担当順（ク

ラブ）承認の件で無事すべて承認されました。続い

て各事業主査の所信表明、各クラブ会長の所信表明

があり、当甲府クラブの秋山会長も立派に所信表明

されました。 

通常の評議会ですとこのあと懇親会になるの

ですが、今年度は標部長の、ＬＴ（リーダーシッ

プトレイニング）を通してクラブ、部の活性化を

図る、という思いから東京西クラブ吉田明弘氏の

卓話「やっぱ、ワイズだべ」を聞きました。吉田

氏は４９年間、例会出席１００％で、会長を３回、

区ヒストリアンを１３年間務めたというワイズ

メンの鑑のような人です。その後、全員で写真撮

影、懇親会と続き目白聖公会のステンドグラスの

素晴らしい礼拝堂を見学して終了しました。 

 標部長のあずさ部丸、無事発進を見届けて１日

が終了いたしました。 （荒川洋一） 
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甲府駅北口まちづくり委員会から 

ラ・ロの会 

藤村記念館の周辺のイングリッシュローズはわが世の春

とばかりに咲き誇っています。「ラ・ロの会」は、全員がボラ

ンティアで、朝早くに、消毒、灌水、施肥などの作業を行っ

ています。バラの管理は難しいものですが、２月の剪定か

ら始まり、１年間のスケジュールに従って、交替で手入れを

行っています。 

８月のインフォメーション 

８月２３日（日）午前１０時から、第１４回「サマー in こう

ふ ２０１５」が開かれます。沖縄県石垣市八重山の「祈」の

祭三味線、踊り、旗頭などを第一部として、４時間にわたり

開催し、夜は第二部甲府編で締めくくります。多くの皆様

にご参加いただき、盛り上げてください。 （以上、内藤） 

 

ラ・ロの会 会員募集 

 甲府クラブ創立６０周年記念事業として、甲府駅北

口藤村記念館の周囲へ植栽されたバラは季節ごとに美

しい花をつけ、訪れる人々を楽ませてくれています。

昨今は記念公園をはじめ周辺地域へも広げ北口をバラ

の街にと意気込んでいます。 

 ラ・ロの会では、事業の広がりとともにボランティ

アの会員の増強を図っています。ワイズが立ち上げた

事業です。メン、メネットの参加をお願いいたします。 

目下４０数名の会員が４班に別れ、月２回、朝７時

から１時間ほど、水遣り、花摘み、施肥、草取り等の

作業をしています。年に１回県外のバラ園などの研修

旅行も行っています。        ＜済本＞ 

 
 

   行 事 予 定  

 ８月８日（土）〜１０日 及び  ８月２０日（木）〜２２日 

 ふくろうキャンプ（八ヶ岳、入浴介護等初日に協力） 

 ８月２５日（火） ８月役員会 

 ９月９日（火） 9月例会 

 ９月２６日（土）〜２７日 富士山例会（富士五湖クラブ） 

 

 

 

・７月１０日(金) ＬＴ委員会(四谷・日本ＹＭＣＡ同盟) 渡

辺・仙洞田 

・７月１１日(土)  第１回東日本区役員会(同上)  渡辺・仙

洞田・二子石・廣瀬 

・７月１３日(月) 伊東クラブ例会(伊東市) 渡辺・仙洞田 

・７月１４日(火) 東京クラブ例会(東京Ｙ・東陽町Ｃ) 渡辺 

・７月２３日(木) ユース事業委員会(四谷・日本ＹＭＣＡ同

盟) 渡辺・仙洞田 

・７月２４日(金)  常任役員会(同上)渡辺・仙洞田・二子石 

・７月２７日(月) 熱海クラブ例会(熱海市) 渡辺・仙洞田 

・７月３０日(木) アジア地域議会(京都) 渡辺 

＜以上、東日本区キャビネットの活動です＞ 

＜以下、あずさ部部長公式訪問クラブ (  )は同行者＞ 

・７月 ７日 甲府２１クラブ  （荒川書記 小倉会計）  

・７月１４日 甲府クラブ    （荒川書記 小倉会計） 

・７月２５日 東京武蔵野多摩クラブ・松本クラブ合同例会   

                   （荒川書記 小倉会計） 

 

 

 

 

石原祥平会員 キックオフ例会に妻と共に参加出来感謝。

荒川様ご苦労様でした。秋山会長、また渡辺理事、標部

長がんばってください。 

金丸さぶろう会員 秋山新会長のキックオフ例会を祝し

て！ できる限り協力することを誓います!? 

田草川すみ江会員 荒川さんご苦労様でした。秋山さん

宜しくお願いいたします。これからもワイズメンの佳き働き

ができますように・・・と祈ります。 

二子石宣秀会員 渡辺区理事、標あずさ部長、秋山会長、

めでたくキックオフ、一年間がんばりましょう。 

秋山仁博会長 キックオフ例会です。一年間よろしくお願

いします。 

田中司郎会員 秋山丸頑張ってください。今年は忙しくな

りそうです。 

済本会員 荒川前年度会長ご苦労様でした。秋山新会長、

これからの一年間、ご活躍を期待しています。 

大沢英二会員 荒川丸、ご苦労様でした。秋山丸の出航

を祝します。 

石川和弘会員 荒川会長、一年間のご奉仕感謝します。

有難うございました。 

東奔西走 

ニコニコメッセージ 


